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JARO XVII, N-RO 9 SEPTEMBRO, 1936

LA REVUO ORIENTA
エス運動•カ點のおき汽、ころ

エスペラント語を一通り學習しエスペラント運動にも大いに共鳴したが據まづ第一にどうい 

ふ風に努力したらよいか判らないといふ人がかなりあるだらう。

自分の學力はまだ幼稚だから專心エス語の勉强をやらうと考へる人もあらう。自分は語學の 

勉强が不得手だから一通り學力がついた上は專らエス語宣傳に全力をそゝごうと考へる人もあ 

らう。自分は非社交的だから專ら僵學で硏究して文學作品のエス譯か原作でも始めようと考へ 

る人もあらう〇

エスペラント運動は各方面の闘士を必要としてゐる。實社會の各部門におけるエス語の活用 

が最ものぞましい。それには各人が各々自己の職場に於て自己の天分を十分に發揮してエス語 
の活用をするのが何よりである。 ・ ' :ヨ需

山幸彥が海へ釣に行き海幸彥が山へ獵に行ったのではすべては無駄骨だ。宣愿の得意な人が 

不得手な講習指導で苦しんだり、講習指導が最も得意な人が不得手な宣傅に苦しむといった風 

なことは人物綁濟の上から見て惜しいことである。

十數年前位まではエスペランチストの數も少かったのでエスペランチストは誰でも一通りは 

講習の指導も文法の研究もエス演說も通譯も宣傳もといった風に何でもかでもやらなければな 

らなかった。併し今日はエスペランチストの數もふえたしエス語そのものも質的に向上したし 

宣傳の對象たる一般大衆の國際語に對する認識も相當進步したから今日はもう一人で何もかも 

やる必要がなくなったし又やることもむづかしくなった。そこで適材が適所ではたらくのが必 

要になってきた。

併しそういってもエスペラントを少しやった人々が自分が何をやるのに適してゐるか又一筮 

エス運動C廣い意味の）にはどういった部門があるかといった風なことについては皆目見當が 

つかぬ場合もあらう。

そこでT氏のおすゝめで本誌前々號から「エス運動・カ點のおきどころ」といふsubtitolo 
（脇見出し）をつけた論文を熱心な同志にかはるがはる每號書いていただくことにしたのであ 

る。この記事は當分つ¢けるつもりである。

だからこの連績記事は誌上での畝戰を目標にしたのでもなんでもない。之を讚まるゝ同志諸 

君がエス語運動の各分野について深い認識をもつよ5になりCその上單に自分のやってゐる事 

のみがエス運動のortodoksaで、あとは邪道と考へたりすることがなくなるだらう）比つ自分 

自身最も共鳴できるものを見付けることが出來よう〇そしてその結果自分自身浪も共嗚したも 

のに最も力をそ、がれることになるであらう〇自身最も共鳴を感じたものは大體の場合その人 

に最も適したものである樣だ。（もし篦一共嗚したものがその人に適しない場合はしばらくや 

ってゐる中に他のもっと適したものに興味を感じてくる筈だ。）

こういった意味で「エス運動•カ點のおきどころ」なる連續記事を載せてゐるのである。そ 

のつもりでよんでいただきたい。又之迄まだ取扱はれてをらぬ方面について自分自身の意見を 

投稿されることをのぞむ。 ' • • •ホ

尤も人手の少い團體の仕事に於ては必ずしも適材適所主義ばかりを云ってをられぬこともあ 

ることは云ふ迄もない。皆が勝手に樂な自分の好きな事だけやってゐたのでは困る。併し或る 

程度は自分の適した方面の仕事に主力をそゝぐ樣にする必要があると思ふ。 CJ. 〇.）
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第1主義

エス運動・カ點のおきどころ・3
大谷正一

昭和 7 年盛夏・ 京都府福知山町の鐵道官舍の狹い部屋の一隅で、ラヂオのスピ-力一の前に 

座り.若々しい進藝氏の聲で.ABCの發音を敎った其の瞬間から.現在に至る迄・私のエス 

ペラント連動に對する主義は「實用第一主義」である。

宜傳、會話、海外通信、諸名士、新聞雜誌の利用等.何れも人體に於ける諸器官の如く、そ 

の何れを一つ缺如するも、エス運動の發逹は到底想像し得べくもないが.私は、特にエス語の 

活用、實用に力點を置き、本日迄、文字通り.妻子すらも忘却して、戰って來た。

だが、此の一文を草するに當って、改めて、自分の此の主張を深く掘り下げて、微細に檢討 

し解剖して見ると、私の所謂「實用第一主義」とは、言を換へて云はば「宣傳第一主義」に外 

ならないことを、ハッキ9と氣付いた。「先づ宣傳」——此れがヽ現在未だ發達途上にある我が 

エス語の普及に於て、最料:要のことである事に世界中のエス人中、凡以く異論のある人は、一 

人も無いことと信ずる。然し其の宣傳の方法にも種々な道がある。諾名士、諸刊行物の利用等、 

特に効果があると考へる。けれど.私は、その宣傳の唯一の手段として【實用」を强調する。 

編堀者は私に「宣傅第一主義」の課題を與へられた。「實用第一主義」が私の持論なので、御 

期待に背き眞に申譯は無いが私の持論を歸納すれば結曲「宣傅せんがためには、先づ實用」と 

云ふ栽束になるから其の點.編輯者に御諒解を願って置く。

さて、以外に前置が長くなったが.編輯者の御注文は.成る可く具體的に主張を說明せよと 

のことなので、もとより.祎着けた四角張った論說など到底書け^る柄でもないので.例に依っ 

て.漫談調に、三十路越しても尙消えやらぬ例の私の「感傷音頭」をチョクチョクとまぜて、

思った事を遠慮せず、ズパリズバリと書いてのける。若し御氣に障った人があったら・「駄々ツ 

兒がむづかってゐるんだ。泣く兒と地頭にゃ勝てまいて!」と考へて御寬恕を乞ふ。尙、編輯 

渚の御注文通りに具體的に說明するためには.未だ學習後年淺＜. も少く又.ズッと田舍

住ひのこととて交友關係も少いので、どうしても.自分の專を書くやうになり甚だ恐縮乍ら、

これも豫め讀者に御寛恕を乞ふておく 〇 • ・ 「ゼ

1）エスベラントは「昭學」だ。

こんな解り切ったことを・今更麗々しく掲記すると.知人の仲には.私の頭が變に成ったの 

では無いかと心配してくれる人力:あるかも知れない。だが矢張り「エスペラントは裁學だ」と 

云ひたい。他の諸外國語の學習團禮には凡らく見られないであらうと思はれるのは、エス語學 

習者の中にヽ隨分と、此の「エスペラントは語學だ」.と云ふことを忘れて了って居るんでは無 

いかと、（他人樣は知らず、少くともう私には思はれる人が多數ある。「凡そエスペラントを使 

用する人は、その使用目的が何であらうと.純然たるエスベラント人」と云ふのだから、どん 

な人が存在しやうと勝手なのだが、少くとも、中立エス人として、又ゝエス語は未だ宜傳時代 

を脫し切らないと考へて居る私は.さうした「エス認は踽學」と云ふ事を沒却してゐるかに思 

へる人に、無關心では居られない。 工,"；』

「語學の負の目的は、その語學を活用し、卽ち其の語學を手段として.我の長を彼に與へ■彼 
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の長を我に採り、自己の分野に於いて」……と書くと固苦しいが、要するに、語學は手段なの 

で、言語學者以外には、語學は窮题の目的では無い筈だ。ところが手段としての語學習得上、 

他の諸外國語は實に無價値だ。何故なら・或る一國の國語を習得して、完全に自分の物とし、 

活用するには、餘程、頭の善い人で無い限り.多年の日子を要する。が、其處に、エスペラン 

トの生命がある。學習後、先づ一年.眞面目に勉學した者なれば・餘程の低腦者で無い限り. 

少くとも.自分の思った事だけは外人と文通して通じられる筈なのだ。

2）語學は手段だ。だから、その手段に、五年も六年もかかって居るのは無意義だ——これ 

が、私の、これからエス語を學ばうとする入に.いつも云ふ言葉だ。短時日に可成りの程度迄 

活用出來得ると云ふ事がエス晤のであり又生命でもある。

そのエス語を學習せんと志望する人は・先づ此のエス語の特徴を充分利用すべく勉學努力す 

べきだと思ふ。

此處で恐縮乍ら、私の學習當時の勉學方法を書かせて赏ふ。ラヂオの講習が終了すると同時 

に、私は先づ.ラヂオと新聞とを中止した。月々講鑽の雜誌二超類も中止した。これでゝ畫間 

の仕事の時以外は.私の眼には、絕對に日本語の書物は觸れぬやうになった。次に最も大きな 

問題となったのは、田舍住ひのため周厘に良き指導者の無きため、獨習上、參考書を.澤山揃 

へることだった。現在でも貧しいことに於ては其の當時と少しも變りは無いが、丁度.七歲を 

頭に四人の幼兒を抱へて、收入は■普通の廿ーニ歲の中學校出身者の初任給と同額だったので、 

月々生活することが旣に想像もつかない程苦しかつた。その上に.每月參考書を買ふ餘裕など 

ある筈がないc餘裕の出來た時ヽ書物を買って勉强しゃう——なんて氣持でゐたらヽ到底20年 

經っても、エス語を活用出來るやうにはなれない。語學を手段と考へる私に、そんな氣永い勉 

學をやるなら.始めよりエス語學習をやらない。それで、或る夜、妻に云った言葉は.次の通

りだ。或る人は嘲笑しやう。けれど、私には悲痛な氣持だった。

「今日からエス語の學習を始める。學校も行ってゐない私には、どうしても何かーツ外國晤を 

習得し.それに依って.擴く智識を海外に求めたい。他の外國語は習得難解で・長時日を要す 

るがエス語は容易だと聞いてゐる。今後1ヶ年間、新聞も犠誌もヲヂオも止める、又、大變氣 

毒だが、月々の給料も殆んど書籍代に农ふが、どうだらう、向後1年間.何とかして勉强させ 

てくれないか。1年間は夫、及父としての資格は無いが、恕してほしい」。

斯うして私の死にもの狂ひの勉學が始った。食事中も用便中も、いつもエス語の書物を見續 

けた。毎夜、午前1時、2時頃寢に就くのは始終のことだった。もともと强健な身體でも無し、 

疲勞も甚しく、時には12時項になると、ホツとして、艇問を未解決のまま、令夜はこれで寢 

やうかと考へて、アト耳をすますと隣室で、妻が幼兒四人を抱へての晝間の激務にも拘らず、ゴ 

トゴトと內職の糸繰車を廻してゐる音力:きこゑる。每月、一體どんなにして・やってくれてゐ 

るのだらう。妻の着物や、手廻りの品がいつの間にか姿を消してゐたことに氣付いてもゐた。

「何クソッ!此の疑問を解決せずに.どうして寢たりなんか出來やう。こんな小さな疑問すら

も解き得ずに疲れて て了っては、窮乏に不平も云はずに居てくれる妻子に申譯が無い」。

斯うした狂人のやうな勉學力:一年續いた。そして.たとへ下手乍らも.外人と不自由なく文

通出來るやうになった。

「家へ歸っても子供が噴しいので、それに、勉學の本を買ひたくとも、どうも經濟的にネー 

…」と、云ふエス人がよくある。そして其の人は、學習後五六年になるのに未だに、初等講習 

書以外は、あまり讀まずゝ又嚴んでも.ハッキリと解らないと仰言る。私はそんな時ゝ皮肉な 
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笑を浮べる。その人よりも私の方が子供の數も多く、又、給料は私の借以上月々貰ってゐる\ 

そして.その人の奧さんは孔雀のやうに着飾ってゐる。「勉强出來んのでは無いヽ勉强ずる氣が 

無いのだ」と考へて、私は心の中で、ケイベツする。

3）所謂Movadistoを輕蔑する。

「あの人は熱心な人だ。エスペラントのためなら、どんなことでもしてくれる」と・云った人 

がある。勿論、實に感謝すべき人なのだが.その仲には・よく、その技術は、學習後多年にな 

るに电拘らず、未だ初等講習終了程度より出ないと云ふ人がある。斯うした人はヽエス運動を、 

ーツの宗敎運動と考へてゐるとしか思へない。エス人は、いつもエス人の立場より物事を見る 

缺點がある。これはエス人に限らず、人問の通孵なのだが、一・度、此處で自分はエス語を知ら 

ない人間として上記の、「熱心なるエス人」を、批判して見やう。

「彼奴は隨分久しい間、エスペラント、エスペラントと云って、他人を見れば、無暗欠僧に. 

すすめて廻り、何だか始終その運動のために働いてゐるやうだが・一體ヽその國際語とやらを 

習得して.どんな點に於て、彼奴の仕疾に.利益をもたらしたことがあるのだらう。彼奴の言 

分に依ると、エスペラントは留に學習容易で、學習後、短時日に於て、堂々と、自分の思想や 

意見を海外に發表したり出來ると云ふが・彼奴には一向、そんな事も無いらしい。闲った奴だ 

が、まあ、ダンスやカフェー通ひをする道樂よりも、まあ、少しはいい方だから.捨てておく 

さ」。

此んな事を踐で言って居る人が無いとも限らない。世人はゝいくら.エス話の有用性を說い 

て貰っても、如何に有用であるかと云ふ事實を具體的に示さなければ、今のI比智辛い世の中で 

は決して口前に物質的な利益の見えて來ない、退屈極まる語學々習に浮身をやっす氣になど、 

なれないものだ。此處に私の提唱する「實用が唯一の宜傳」と云ふことになる。

度々で恐縮乍ら、再び例を私にとることを恕していただく。

私は今迄隨分と他人に學習をすすめた。だが、皆・御多分に洩れず中止して了ふ。苦しい財 

政の中からヽ書物や辭書を買ひ、母親が子供を、あやすやうにして、维紙に盡し難いやうな努 

力を拂ったが、結局、無駄だった。そして.それは、要するに「私の學習が未熟で、何等エス 

語の實用價値を發揮しない」ことに起因すると考へた。私は、無暗と他人にすすめなくなった〇 

そして益々勉學につとめた。すると、今度は向ふか以、厚習を希羽する人逹がボツボツと現れ 

た。最初二三度は、心中ビクビクし乍らも卫決して退屈な語學覆習など續く筈がないから、始 

めから、無駄な努力を拂はぬがよい」と・輕く斷って見る。勿論、「大谷如き學歷も何も無い男 

が、スヲスラと書物を讀んだり、書いたりするんだから、私だって出來得る」と考へて希環し 

てゐる人なのだから、それでも習ひたいと.押して來る。さあ.此處まで來れば・決して、死 

んだって離す私では無い。學習書、辭書當方負擔で、先方の祁合のよい時なれば、たとへ夜中 

であっても悅んで行くと云った意氣込だ。「エスペラントに關する限り、私は、ダニと同じで 

す。もともと.無理だと云ってゐるのに、貴方の方から.きつと續けると約朿されたんだから. 

今後、死ぬ迄、絕對に私は貴方に食ひついて紛れない。さあ…緖に勉强しませう」。

吿白するが、斯うした動機でやっても結果は同樣で・直にゝ「仕事が多忙になったから」「子

供が生れたから」と云ふ。「人間、妻を娶れば子供も生れまさあ、又、働いて月々お錢を頂 し

てゐる限り、多忙な時もありまさあね……」と、言ひ度くなる。多忙で時間が無いと云ふ人に. 

私はきまって訊ねる。「貴方は每日一囘は厠にお行きになりますか?」「えゝ」「では、せめて 

其の間だけでも、折角始めた學習なのだかじハ 畫物をお讀み下さい」。
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けれど、自分から希望して、途中で中止した人々は、無理にすすめられて.途中で止めた人 

のやうに「エス語なんて、つまらない」とは云はないだけでも結果はよい。その人は自已の忍 

耐力の無かったことを恥として、永久にエスペラントへの好意を失はない。

筮が傍道に外れた力:・「熱心なる運動家であり同時に・或る程度迄エス語を活用する人」であ 

りたいのが私の念願である。その何れかの一方だけであっても私は輕蔑したい。エス語を自由 

に語り・自由に書く.だが未だ一度も雜誌等へ書いたものを發表したことは無く、運動方面に 

は全然干涉せぬ・—と云った人があったら、これも困りものだ。

止匕の意妹で、東京等の大都會に住んでゐる人は、「單なるMovadistojと成ってしまふ危險 

があると考へる。初等講習を終了すると直ぐ.會の仕事を仰せつかる。やれ講習會開催準備、 

やれ會話會^^備ゝ聯絡係、圖書取次と云った具合で.學習の方がおろそかになりさうだ。

4）エス語を利用して、先づ何よりも、自分の現在の仕事の分野に於て、ドシドシと實用す 

ること。これが大きな宣傳となる。

私の現在動務中の滿鐵には1ヶ月二囘發行の「協和」と云ふ堂々たる社員雜誌がある。私は 

これに入社後1年間に、五六囘飜譯を投稿した。さうした場合、先づ私は、絕對に聂初は、工 

戻ペラントの事を書かない。世界の小國の作品ばかりを故意に選んで搖載しておく。すると、 

二三囘掘載後には編棉者を讀者も好奇心を持ってくる。如何に天才的な人間でも、そんな小さ 

いヨー ロッパの國々の言語を・五ッも六ツも習得出來るなのではないと皆考へる。其處で期を 

見て・エスペラントを、宣傳する。その時に人は、きっとヽ成程、エスペラントは有用だとの 

感銘を深くする。もっとも此の方法は誰にでも良い方法とは云はれないかも知れない。だが、 

私の立場では、これが、最も有効だ。エスペラントをドシドシと實用してゐる私を見て、大抵 

の人は驚いてゐる。これに就ては、私の貧しい地位が・餘程エスペラントの宣傳に役立ってゐ 

る。學歷も無く、地位も低くヽいつも人に使はれて隅の方に小さくなって、每日、コツコツと 

仕事をやってゐる男。その男が雜誌其の他の刊行物にヽ世界各國の作品を飜譯してゐる。一體、 

どうして.そんな殆んど不可なことが有り得るのだ。……ナニ、「エスペラント」をやってゐ 

るッて!フーム、エスペラントと云ふものは、成程便利だ...と來る。實用----卽宣傳、これ

が其の所以である。

エス人各自が各自の分野に於て、エス鉛の實用價値'を如實に示すことC勿論、そのためには、 

各自が死ぬ迄、勉强し績けることが必要）——これが力强い宣傳だと考へる。そのためには勿 

論、會話の練習ヽ海外通信、あらゆることに、精一杯の努力を拂はねばいけないと思ふ。

最後に日本人同志間に於ける會話文通に就ての愚見を加へておく。

「日本人とは日本語で、外國人とは國際語で」此のことを固く守ってゐる私だが、エス人に對 

しては私は次の言葉の通り守ってゐる。

「私はまだまだ初舉者ですからヽ文通も會話も全部エスペラントでやります。もっともっと・ 

あらゆる機會に於て練習したいからです。私が自分で、可成り上手になったと考へるまでは工 

スペラントで通します。それに、エス人のみが集って、日本語で、エス語關係以外のことを語 

るなんて意味の無いことと思ひます。けれど・エスベラントでなければ、カフェーの女給の品 

定めをやったって、きっと、ーッやニツの新しい單語や・表現法を相手より敎はることがあり 

ますから。この意味に於ても、私は、エスペラントで通します。」

例に依って、 氣可成に書上げたので、一體何を云ったのか自分でも解らないが、御推讀を 

乞ひます。C昭1〇.7.17）
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實にならぬ工 スベラント漫談

高橋邦太郞

赤露人、白露人 大正4年ノ、ルビン、ウヲジオにて同志に歡迎された頃は恰かも歐洲大戰

中で.彼等露人は偶ま西部・戰線より有利の情報が入ったとて狂喜雀躍Lた位であったから、何

れもcaroの政治を謳歌してゐる者の樣に見えたが、今から考へる其頃已に革命の氣運が萌し 

て居ないでもなかった。然し當時は赤露白露の言葉さへなく、我等は一視同仁rusojとのみ考 

へて彼等と友情を溫めた。然るにー貝革命勃發するや逸早く上海邊に亡命せる同志ありヽ行衞 

不明となれるあり、中にもウラジオのエス會長Vonago氏の身の上に就ては、詳報を得た丈 

に實に同情に堪へない。革命の結果彼は財產を沒收せられ・命からがら夫人と共に上海に逃亡 

し、同市の銀行にて僅計りの預金を弓!出し、海路大迂囘して祖國ボーヲンドのピアロストカに

り着き、同地にて裁判官に任命された。此通信に依り彼は露人でなく我がmajstro と同鄕

人であった事を初めて知った。

愛兒檢束ーポーランド國獨立以來ソ國在住の同國人は一體に此樣に迫害されたのか、或は 

V氏に限り特別の理由があったのか、獨り財產の沒收のみなちず愛兒（當時20歳）が檢束され 

ウラジオに幽囚の身となった。これに就いてV氏は一方ならず心配し、如何にして之を救ひ 

出すべきかを知人の外交官に尋ねたら.日本官憲の力を借るに限るとの事敖盡力を賴むとの來 

狀、微力の老生連も六つかしいと思ひながら外務省に歎願書を担出し、一方ウラジオの我總領 

事宛の書面を認め、之を然る可く利用せよとv氏に申送ったが、其後どうなったか知らぬ。

これも白38加一又豁國Ufa市にN. Fossと云ふ獸寓があった。20餘年前男子出生の時、 

波の希望に應じ老生其名付親となり、我產衣を贈った位の親しい間柄であったが.革命の當時 

ウラジオまで出征したらしくヽ其後歸宅した所先祖傳來の家寳は申すに及ばず財產悉く掠奪さ 

れてあったとの通信。此人は所謂白系なるが爲め斯る憂目に逢ったのか、それともV氏と同 

じく純露人でないのか、其後當方より二三囘通信したが彼よりは音信全く不通となった。

Esp.と欝油----Japana Esp-isto誌の末尾に每號掲載された唯一の盛吿はあねさま冠りに 

たすきの美人が盆の上に銚子產のヒゲタ酱加一瓶を載せたのを持ってゐる寫眞であった。其贋 

吿に依り前陳のF氏が註文して數瓶を睛人し、之を親戚知友と共に味って見た所最初は何れ 

も其待有の香に辟易したが、段々慣れるに從ひ・每食無くてならぬ食料品となったとて、追懸 

け註文を老生に賴んで來たのは大正3-4年の頃で刼った。丁度其際の在住地廣鳥にも相當の醬 

油醸造所があったから、其主人に話した所.そんなら廣吿の爲め寄贈しゃうと云ふので早速數 

瓶を發迭した。其れに對する禮狀に添へて來た寫眞を見ると、三四谖の愛兒にツンツルテンの 

日本產衣を着せ.半身大の醬油瓶を抱かせた珍奇な記念物であった。

我國では洋食と云へばソースでなければならぬ樣に考へられてゐるのに、外國にて却って我 

酱油を賞味する實例のある事は注意すべきであるまいか。英C佛う豁のsoyは我瞬油から轉訛 

したものとさへ言はれてゐる位なのに、何故我醜适家、洋食店の經營者或は洋食嗜好家中ここ 

に着眼する者一人もないのであらうか。躍進日本の商工業者の一考すべき問題である〇

（:以下次號）
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動詞FARIの用法

(6 ) K. OSSAKA.

§ 4 (d) ,,Fari" kiel „ pro-verbo u (anstataŭverbo)『代動詞』用法

Apud „ pronomoni ankaŭ devus havi „ pro-adjektivo ” pi・〇・adverbo " kaj tiel ankaŭ
” pro-verbo "・ Efektive ni havas :

Mi renkontis mian amikon kaj mi lin (=tiun amikon) salutis. [Pronomo]
Mi vidis belegan bildon・ Tian (=tiel belegan) oni tre malofte trovas. \Pro-adjektivoj 
Vi parolis al li insulte en la publik〇. Nekonvene estas tiel [=insulte] paroli. 

adverbo]
En angla lingvo kiel „ pro-verbon “ oni uzas la ,, helpan " verbon ” io do ヽ
Did he go ? — Yes, he did (=went). En Esperanto ni uzas „ fari tion (aŭ tion ĉi. aŭ 

ĝin； aŭ tiel)":
Li intencis veturi eksterlanden, sed pro Ia malsano li ne povis tion fari (=veturi 

eksterlanden).外國へ行くつもりで居たが病氣で行かれなかった。

EKZERCAJ EKZEMPLOJ

La maljuna sinjoro, kiu estis rakontinta, ĝuste en tiu momento intencis eliri tra la 
pordo kaj faris tion (=eliris). (FUI 83/10) 語り了った年寄は丁度その時戶口を出やうと 

してゐたのであるが.(實際そのまま〕出て行ったのであった。

En la lagon li ĵetadis orajn monerojn anstataŭ ŝtonetoj. Tiamaniere la mono kompre
neble povis malmultiĝi, kaj tion ĝi efektive faris (=efektive ĝi malmultigis). (FI 127/8). 
彼は小石の樣に金货を池に投げ込んでゐた。さうすれば金はへるわけであるが,實際滅って來 

たのである。

„ Mi kisas al vi la manon " — kaj tion ĉi li efektive faris (=efektive li kisis). (BV 13/-4) 
『御手をキスします』ーーそしてほんとにキスしたんである。

Bojas hundido, Ĉar tiel faras la hundo. (P1086) 見樣見真似(親犬が吠えるので小犬も 

吠える)。

Clemency rapide leviĝis. Ankaŭ sinjoro Britain faris tion saman (=leviĝis) kaj 
salutis la gaston. (BV 69/7)クレメンシーは立ち上った〇ブリテン氏も立ち上ってお客に挨 

拶した。

Kaj li mem intencis sidi en angulo kaj dormi sur seĝo, kiel li ofte faradis (=dormadis 
tiel) antaŭe. (FI 12/-8) 昔よくさうして眠ったものだったが隅っこに坐って椅子の上にねや 

うとした。

Kaj mia edziĝo estas instrua leciono por ĉiuj kampuloj, kiuj volas leviĝi super sian 
staton kaj edzoligiĝi kun domo de nobelo, kiel mi faris (=edzoligiĝis)! (GD 5/5) 吾輩 

の結婚は吾輩がしたや5に身分以上に成り上って貴族の家と緣組したがる田舍ĝへのみせしめ 

だ。 、
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Alejo eksentis preskaŭ nereteneblan deziron alte salti kaj ekkrii: victoria! Li tamen 
faris nek la unuan (=ne saltis) nek la duan (nek ekkriis). (M 165/-9) アレさんは思 

ひ切りとび上って『鱒援』と叫びたい殆んど押へきれぬ氣持ちになったのだが然し實際にはと 

び上りもせず又叫びもしな力•った。

§ 4 (e) Verbaj frazeroj el „ fari u kun prepozicio.
Fari ion kun iu aŭ io=iel trakti iun aŭ ion 處分する、扱ふ

'Fari ion kontraŭ iu aŭ fo=kontraŭ meti ion aŭ kontraŭstari kontraŭ iu aŭ io. 反 

抗する、手向ふ 'ゝ.」

EKZERCAJ EKZEMPLOJ

Kion mi nun faru kun la sensenca kesto ? (=Kiel mi traktu la keston ?) (FI 11/19) 
此のくだらぬ箱をどう處分しゃう。

Kaj li faru kun la bovido, kiel li faris kun la propeka bovido. (LV 4-20) 贖罪の犢

を處分したやうに此の も處分すべし。

Komp,: (Venu) & tien kun Zemlanika! (Rt 10)ゼムラニカを召しつれえ 〇

Kiu ludas kun koto, malpurigas la manojn. (P 565)泥を弄ぶ者は手をよごす(朱に交 

はれば赤くなる)。 •

Mi tute ne scias, kion vi volas (fari) kun via Snitchey. (BV 30) S さんをどうしゃう 

となさるの。 -

Mi ne scias, kio farigis kun li. (Er XXXII)彼はどうなったかわからぬ。

Estis kun li tiel same kiel kun Ia ministro. (FK 21) 彼もC御多聞にもれず)大臣の場 

合と同じであった。

Sed oni scias ankaŭ agi kun ili juste. (GD 40/-7) そいつ等を先づ相等な扱ひをして 

やること位は知らぬこともない。

Sed kun tio ĉi mi nun havas nenion por fari. (BV 21/-1) 今の處(これを取扱ふべきゅ

はれがない)これとは 係する處はない。

Mi nenion kun li povas fari, ĉar mi vidas, ke li mem scias &ujn leĝojn parkere kaj 
havas ilin ĉiam sub la mano. (FK 79/-5) 何せあいつの方が法律を悉ぐ暗んじいつでも法 

律の小出しがやれるんだから奴をどうしゃうもなかった。

〇ni nenion povas fari kontraŭ tio (=oni ne povas kontraŭstari al tio.) (GD 40/-9) 
どうにも仕方がc拒みやうが)ない。

Nu, ĉu ĝi estas mia kulpo ? Kion vi volas, ke mi faru kontraŭ tio ? (GD 25/10; ank' 
ud・Rt 40/12; Rt 66/2)だがそれや私のせいですか。どうしろとおっしやるのです(どうにも 

仕樣がないではありませんか)。

Kion povas fari li sola (=Kiel li sola povas kontraŭstari) kontraŭ cent dudek homoj ? 
(FK 105/7)彼一人では百二十人の人に手向って何が出來るかい。
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TRADUKAJ EKZERCOJ I.

1. 火を起して茶をいれなさいC

2. 彼は松原の中に庵を結んで死ぬまで其 

處に住んでゐた。

3. 神は己が姿に似せて人間を造った。

4. 此の靴は誹へて造ったのか--- 寸法を

合はせて造ったのです。

5. 日本人は紙で色々なものを造る。

6. 詩を作るより田を作れ。

7. 今一つあると十になる。

8. お前に洋服を拆へてやら5 〇

9. メめていくらになりますか——メめて 

百圓。

10. 機會は盜人を作る。・

11. 子供はシャボン玉をこしらへて遊んで 

ゐた。

12. 煉瓦は粘土で作る。

13. 私は自室へ退いてくつろいだ。

14. 切なる願ひに御利生の無いとは如何な 

る報いぞや。

15. 出來るだけの事は致しました。

16. するだけの事は致しました。

17. まだ色々用事がありますので出發まで 

にお目にかかれますまい。

18. 己の欲せざる所を人に施すこと勿れ。

19. 當然の事をしたまでです。

2〇.浪で舷に大きな割れが出來て船は海底 

へ沈んだ。

21. 彼等は世にも愚な事をしたものだ。

22. 彼にそんな物をやるのは猫に小判だ。

23. 最初の機關車を作ったのは誰。

24. 多數者が小數者に對し强引に出るのは 

みっともない。

25. 白晝しかも帝都の值中でかかる兇行が 

演せられたのには皆驚いた。

26. 何もしゃせんから安心して此處へ來 

い。

27. 新聞記者は針小棒大な報吿をすること 

が多い。

28. 艱難汝を玉にす。

29. 眠不足をすると毒です。

3〇.安眠したので病人は元氣が出た。

31.此の捕虜をいかが致しませう。

32;こんな馬鹿はどうにも仕樣がない。

33. あんな口先のうまい奴にかかってはど 

うにもならん。

34. おれを子供扱ひにしゃあがった。

35. 死ぬ死ぬと云ふ奴に死んだためしがな 

い。

36. 沈香も焚かず屁もひらず。

37. あの人のやることは萬事下品だ。

38. 君はやろうと思ひさへしたらやれたの 

だ。

39. 諸君が卒業後第一着手としてなすべき 

事は日本エスペラント學會に入會しR・O・誌 

を通じてエスペラントを補習することにあ 

る。

4〇.日本人らしくもない行をしたものだ。

衆議院議員並に衆議院議員 
立候補者のエス語に關する意見

（四六判38頁ハポイント組;）

今春の總選擧の代議士候補者及びこ 

の7月に再度代議士へ問合せた囘答 

（TT數十氏）をあJめてパンフレットに 

したもの〇御利用下さい。

1部1錢•送料2錢 

C10部以上送料不要;）

日本エスペラント學會

學會主催エス語講習

★初等科

□時9月21□からニケ月間 

每適月、木午後?-6時

★中等科

Ĥ時9月22 Hからニケ月間 

每週火、金午後?-9時

會費 各料共全期3 h C學會々員 
2圖〉前納のこと。

〔詳細規則書詞求のこと〕

日本エスペラント學會



1ラント大會紀念撮影

)ngreso de Esperanto
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次會に際して札幌郵便あで作つ化スタンプ

11 C403）

第24回

日本エスペラント大會

8月8-10日札幌市で開催さろ

札幌郵便局前の大會記念スタンプに 
ついての立看板

北海道で初めて開かれるエス大會。北海道 

の同志が一口千秋の思ひで待ちに待った大會 

が近づく 〇

展置倉

大會の前奏曲として8月5日から9日迄工 

ス展覽命が丸善支店で開かれる。夏休み・で暇 

のある三笠山村の細 

井氏や志文の岡本氏 

等も4 F!頃から札幌 

へ來て手傳はれる。 

晝間勤務のある同志 

達は夜をつかって灌 

備に忙しい。展覽會 

は每日三百人の入場 

で相常效果をおさめ 

た。こゝで大會後の 

講習申込の受付もす 

る。大會普及講演會 

と講習會•のビラをく 

ばる。

郵便局の大戲記念

スタンフ・

8月8-10日にわた 

って札幌郵便局で工 

ス大會紀念スタンプ 
を作製してくれた。これは日本大會としては 

初めてのことで大成功でちった。

そのスタンプはこの頁のカットに入れたも 

のである。
初めエスペランドと入れて官報にもそのま 

ゝ發表されたそうでちる。しかしすぐ訂正さ 

れ局の方でもスタンプをけづって間にあはせ 

たらしい〇

8月10日の夕方郵便局へいってスタンプ利 

用の數をきいてみたが局員は「槪數もわかつ 

てゐない。併し昨日C第二日）は一日二人の局 
員がかゝリきりでスタンブをおしてゐたから 

相當あったろう。大抵普通の紀念スタンプだ 

と一萬五千位にはのぼるのだが今度は特殊だ 

からどうだったでせうか。地方から手紙での 

申込にも應ずるのですからこれらも相當にの 

ぼるでせう云々」といってゐた。

記者は大會前北海道各地を學會特使として 

訪問。8月7日午後3時14分札幌着の列車で 

苫小牧から渡邊氏夫妻岡垣氏新田氏营原氏等 

と到著する。數名の方々が出迎へて下さる。 

その中に小梅の福田君束京の靑木君もまじっ 

てゐる。合宿中村屋 

旅館へゆく 〇 

今度の大會で一番 

何よりも便利だった 

ことは驛と合宿と大 

會場とが徙涉數分の 

近距離にあったこと 

である。大抵どこで 

もこんなに好條件の 

そろふことはない。 

大會場と合宿とは大 

抵近くにあるが驛の 

近くにあるといふこ 

とは必しものぞめな 

い。札幌は三つがそ 

ろってゐたので實に 

氣持がよかった。展 

覽會場も近かった。

今後の大會も、この點を意識的に考へて 

arangiされると一層komfortaであろう〇

合宿へは満木君福田君菅原君と同宿するわ 

けである。まづ展覽會場へゆく。岡本氏細井 

氏その他の同志が陣どってゐる。帶廣の沼田 

氏にあふ。今晚は他にとまるが明晚は合宿へ 

ゆくといふ。相澤、福田氏等としばらく步いて 

宿へ歸る。その中にどやどやと大勢でやって 

くる。大會常連の野原ゝ進藪、川崎ゝ山本四 

氏、東京の磯崎ヽ蔡（中華民國留學生う兩氏で 

ある。急に賑かになったので大よろこびでゐ 

ると野原氏だげね合宿されるのみで進藤氏は 

グランドホテルへ川崎氏は別の旅館へ磯崎氏 

等は知人の所へとそれぞれ行ってし烹ふ。あ 

とで進藤ゝ川崎氏等がやって來て夜おそく迄
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話す〇山本氏も知人の所へゆく。

夜はいよいよ五人で寢ることになった。

8月8日（第一日う天氣晴朗。この分だと 

大會中上天氣かもしれない。7時16分の汽車 

で帶廣の一网が來る。7時44分で東京の三宅 

氏、山崎氏ゝ橫濱衷FH氏辱が來られる。合宿 

は賑やかな色どりをもってくる。

ー汽車每に同志が集ってくる。

午前10時頃大會々場グランドホテルヘ行 

く。賣店を出したり仲々いそがしい。

各地の同志が績々やってくる。記者は大會 

前各地でおあひした人々が多いので何時もの 

大會よりもよけいなつかしい〇

東がヵ、らのkaravano の一行ナ數名が12 
畤14分についたのが殆んど殿であったろう。 

受付の諸氏諸孃は 

テンテコ舞だ〇

大會發會式

豫定より30分 

お < れて13時一 

同ポ席來賓顧問9 
名は演壇に著席さ 

る。木村喜壬治氏 

の開會宣莒によっ 

て大會の幕はきっ 

ておとされた。

君が代齊唱

大會灌備委員長 

相澤泮雄氏の挨拶 

があって大會會頭 

に高瀨正菜氏の推 

戴をはかり滿場拍 

手で賛成。

高瀨會頭の挨 
拶。エス語で堂々

數千言を用ひたもの。滿堂をして傾聽せし 

む。
ついで曾頭より書記の任命をはかりそれぞ 

れ任命さる。

Espero齊唱

札幌市長の祝辭（敎育課長筒井嗾平氏代 

讀）。好例によりエス語を禮議したもの。っ 
いで各地方會代表者其他の挨拶あり。

國庆速記協诃 

留口中華世界語學僉 

東京鐵逍エス會 

エス文學丹究會 

名古屋エス會 

旭川エス會 

甲府エス協角 

北陸エス聯盟 

東京エス但樂部 

帶廣エス會

「【本鐵道エス聯盟 

婦人エス聯盟 

小檢佛敎エス伶 

小橡エス協會 

海員エス命

發會式高 锻會頭挨拶

日本エス學會 三宅史平氏

北海道エス聯盟 福FH仁一氏

九州エス聯盟 野原休一氏

橫濱エス協會 飯田ぬ代司氏

北勢エス聯盟 吉岡登良男氏

飯塚エス會 花村秋義氏

大阪エス會 進藪靜太郞氏

片山正子嬢 

蔡利斯氏 

高橋菊藏氏 

大崎和夫氏 

竹中治助氏 

川名正二郎氏 

立石隆氏 

渡部隆志氏 

原田三馬氏 

菅沼宣氏 

靑木武造氏 

萬澤まき子氏 

岡崎英舉氏 

坂下淸一氏 

高橋要一氏 

苫小牧エス會 

岡垣千一郎氏 

札鐵エス會 

小森政雄氏 

札幌エス會 

浪越春夫氏 

いづれおと,らぬ 

エス界の鬪士それ 

ぞれの特徵をもつ 

た流暢なエス語で 

salutoをされた〇 

近年日本語での 

salutoがあとをた 

ったのもエス語の 

淮步をしめすもり 

だ。

祝辭祝筑の朗讀 

があって Tagiĝo 
齊唱を以て發會式 

を終る。

紀念撮影ーー會場人口にて。eo頁に揭載） 
日本エス聲會總會

15時半より議長に渡部隆志氏を推して總會 

に入る。 ・…

岡本書記長上り過去一年間の亭業報吿及會 
計報吿をなす。

議長より質問ある向の發言をもとめる。 

進藤氏全般の問題につき質問。

まづ理事會及評議員會の仕爭について報吿 

がほしい〇

エス運動後援曲の設立は學會が宣傅運動の 

責任をさける樣に外部にみえる。後援會の如 

きをつくらず學會の宜傳部がこの仕事をする 

方がよいではないか。後援會は金のあるもの 

だけ運動すればよいといふ樣な考へをおこす 
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樣なことになりはしないか。

出版部の業績について今後數字をあげて發 

表されたい。

UEAのkotizoは特別會計を設立して處 

理しては如何。

地方會の書籍取次販賣についてどう考へる 

か。時々特賣をやらるゝことは地方會として 

困る。

岡本書記授より答辯。

理事會評議員會の議事の詳細はR・〇・へ出 

したいが一般會員が興味をもたぬので困る。 

而し出來るだけ發表したいと思ふ。唯總會の 

如きは多忙にて理がが出席できぬので困る。

後援會は別に學會の仕茅をうばふのでなく 

學會でできぬ宣傳をやってもらふためのもの 

である。幹事が決議するのだ。しかし幹事會 

できめたものは 

すべて學會事務 

部で實行してゐ 

るので學會と異 

身同體といふべ 

きもので決して 

邪魔ものではな 

いばかり力》この 

ため豫想以上の 

活躍をしてわ 

る。

出版部の獨立 

した報吿は理爭 

會等へは每年提 

出してゐるもの 

故希望があれば 

いくらでものせ 

てよいと思ふ。

毎年R・ 〇.で報吿してゐる會計報吿を十分 

御覽になれば出版部の報吿は相巒明確に出て 

ゐるのであるが他の部分とまざってゐるため 

氣づかぬのでちり。その中に獨立したものの 
發表を三石理爭にやってもらひませう。

UEAのkotizoの事は考慮しませう。

地方會の圖書取次は大いに獎勵したい。特 

寶についてもなるべく地方會へ迷惑をかけた 

＜ないと思ふ。

ついで或崎巖氏よリ質問。
昨年大會の畤の學會總會できまった進藤氏 

提案の學會內に宣傳の組織的機關をつくる希 

望案はどう處圖されたか。

岡本書記長より答。

その宜傳紐織については進藤、三宅、自分 

の三人に委任されたのであったが連動後援會 

場景會展覽

が!11來る時理事命に進藤氏の具憑的意見にっ 

いてのべたのであったが遺憾ながら後援會と 

同一の性質のものだといふのでその案につい 

ては考慮せられなかったのである。自分も進 

藤氏の案と後援會とは方法が多少ちがふが目 

的が同一だと思ふ。

磯崎氏——總會の決議を尊重されたいと思 

ふ。その前後處置として後援會を學會宣伸部 

に變更する意思はないか。

岡本——自分としては責任を以て答へられ 

ぬが後援會設立については全國二百數十氏の 

賛同でできたものででき上った以上理爭・會が 

勝手に宣傳部に變更できぬと思ふ。

進藪氏——この事につき理爭會に考慮を促 

す意味の決議をしていた£きたい。

議長採決の結果可決。

花村秋義氏 

——總會には理 

事を出席せしめ 

よとの意見をの 

べる。

三石理事—— 

理爭會代表とし 

てでなく理事の 

一人としてお話 

するとのべ穫々 

事情をのべる。

磯崎氏——次 

に全部まとめて 

質問する。

1.支部設 

立につい 
の學會の 

態度

學會とUEAとの關係 

LKの活動について 

學會今後の活動方針

2.
3・
4.

岡本書記長——畤間もおそくなったから簡 

單にお答したい。

1. 支部については北海道各地で說明した

が支部設立について學會でものぞんでゐるが 

維持員10名以上の土地が少い。 ・

2. 學會とUEAの關係は學會を代表して 

進藤氏がUEAの委員になってゐるから進藤 
氏に扌6尋ね願ひたい。

3. LKの活動は學會と直接關係がない。 
（個人として別の機會にお話しませう）。

4・特に今後の方針といふものはないがど 

こまでも宜傅につとめたいと思ってゐる。

大分時間がたったのでこれで總會がとぢら
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れた。

大巒協塞會

17時半より協議會にうつる。高瀨伶頭より 

協議會議長として福田仁一氏を推す。

，福山氏議長席につく 〇書記數名任命。

大會規約起草委員今の報吿を進藤靜太郎氏 

がなす。
昨年の大會の科學分科會が大會•からもらっ 

た補助金の使途につき報吿（高橋書記代就）。

同じく補助金をうけたエス文學硏究會にっ 

き三宅史平氏よリ報吿。

同じくクリスターナ分科會について渡邊隆 

志氏より挨拶。

磯峪氏よリ他の委員會の報吿がないかとの 
ペ- ・

進藤氏より中等學校へエス語導入の委員會 

は大本事件のため全く不明とのべる。

磯崎氏より來年の東京での天會の準備委員 

會の報吿はないかとのぺたが誰ものぺるもの 

なき故準備委員會は怠慢だからriproĉoの決 

議をせよとのべる。（進藤氏賛成〕。

岡本氏より犬僉準備委員會がまだ十分會合 

をもってゐないが仕厚は全然してをらぬわけ 

でない。しかし全委員會が開かれてをらぬと 

のべriproĉoの決議をされることは剝だやか 

でないから引こめてもらひたいとのべる。

磯崎氏がriproĉoはひっこめる旨のべ本大 

會の空氣を準備委貝會へとりつがれることを 

のぞんだ。

次いで議案について審議。

第-提案日本放送協會に對し第24囘日 

本エス大會の決議を以てJOAKより全國中 
繼にてエスペラント満座放送をなるべく速に 

實現さるゝ樣請願書を提出すること。（-實行方 

法は大窃の名に於て學會が同協會を訪問畝願 

すること。;） 提案者原田三馬

第二提案 大禽の名に於て明年度東京で開 

他の第7囘世界敎育會議!|本事務局に對し同 

會議出席者招待の際エス文の招待狀を出し又 

出席者に配布する文書等もエス文でなす樣陳 

情すること。

提案者矢島英男、原田三馬

二案を一括して上程、提案者原【【1氏登壇理 

由をのべる。岡本氏よリ賛成演說あり。滿場 

一致可決した。磯崎氏よりラヂオ放送につい 

てのいろんな邀見を進睦氏にきけとのべる。 

進號氏上りラヂオ放送に當っては我々エスペ 

ランチストは大いに聽取者數をふやしテキス 

トの蜜行をよくせぬことにはだめだとのペ 

る。

猶豫定の時刻が來たので大會協議會は第二 

日大會大學の後にゅづリーまづ協議會をとぢ 
た。 ヽ

懇親晩餐會

19時半から懇親晚餐會にうつる。

高瀨會頭の挨拶があって志文の岡本義雄氏 

司會の下に挨拶。

值崎博士がオリンビックの獨逸語放送をき 

いて40年の東京でのオリンピックの際の用 

語にときおよびエス語にしたいとむすばる。 

進藤靜太郞氏がビールの味について說明。野 

原休一氏がエス遅動の發展ぶりを祝福し萬澤 

孃は公務のため人會不參の小坂氏のsalutoを 

代讀。岡崎英蜃氏の法話。帶廣の佐藤松男氏 

の歌。蔡氏の中國の歌磯崎氏らカレス、キ（エ 

ス譯）その他道內道外の猛者連のいづれおと 

らぬ隱し藝續出。21時半門限わためおひらき 

になる。

合宿は30名以上の宿泊者でごったがへす。

8月9日C笫二日）

今日は會場が午前豐平館.午後は今井紀念 

館である。

豐平館へゆく。今日初めて出席される人も 

可成ある。旭川から木澤倉r長初め武FH當摩氏 

等も來られた。

9時から九州エス聯盟の總會がある。苦小 

牧の岡垣氏を議長に推選さる。

第一提案。明年第六囘全道大會を旭川へ招 

待の件。（旭川エス會提案）

當麻氏說明、福田氏賛成、木澤會長が感謝 

の辭をのべる〇

第二提案。全逍中等學校へエス語を脇意科 

として採用の件C札幌エス會提案）。

和澤氏說明。陳情と請願とについて二三押 

問答あり。起草委員として相澤ゝ岡本、細井、 

福田、佐確の5氏えらばる。ついで聯盟“會 

計報吿が相澤氏よりあり。

幹事改選問題にうつり聯盟事務所移轉問題 

が之に關係ありとして福田氏の發言おり。こ 

の問題は意外の紛糾をきたしvarmii diskuto 
があって一寸シューシューできぬ程の混亂に 

なったが岡垣議長は至極あざやかな手さばき 

で之については後日文書によって總會をひら 

いて決定すべしとのべて二三出席者の發音を 

封じ閉估を宣し一段と男ぶりをあげた。

分科倉

10時半から佛敎徒、キリスト敎徒、文英 

鐵道、醫學の分科會あり。どの分科會にも屬 

さない人々があつまってbabilada kunsidoを 

もつ。これはよもやまのエス語漫談に打興じ 



15 C4C7)

たらしい。これで悪食をすませ皆今井記念館 

へゆく 〇

分科書報告

博士骅の意見も參考にされよとのべる。高橋 

痢藏氏提案に對する賛成演說。磯峪氏よリ衆 

智をあつめ實行方法を考へよとkonsiloを提

13時半から午前の分科會の報吿がある.

佛敎分科會 藤川哲藏氏

基曾敎分科會 渡部隆志氏

文藝分科會 磯崎健氏

鐵道分科會 後藤喜六氏

醫學分科會 高部益男氏

大曲大學

ついで大會大學にうつり 

エスペラント話彙の一老案

岡本好次氏

出。
第六提案しa propono pri gramofondisko 

kun Esp-a kanto, kiu tenoro IĴĉimoto de 
Columbia Kompanio bonvolis kanti Largo 
de Handel. 進藤靜太郎提案

進藤氏より內本實氏がコロムビャでふきこ 

んだエスペラント の歌 （Internacia Kantaro 
の終の方にある〇 Opera Xerxes）をうたっ 

たもの。

これは口本のエスペランチストが500枚

エスペラント文學槪論三宅史平氏 （代價700圓位）引受ければコロムビャで發賣

エス運動について 進藤靜太郞氏 してくれるといふ種類のもの〇このレコード

聽衆に多大の感銘を與へた。

大聯協議會 

（第二日）

16時20分第 

一口の續きと 

して協議命が 

もたれた。日乍 

日に比べて今 

日は出席者が 

少い。市內見 

物でもしてを 

るものであろ 

う。福田議長 

司會の下に再 

開。

案三提案 

La tutjapana 
esperantistaro 
eldonu sian plenan adresaron

京都エス聯盟 近礎國臣提案

笫四提案 La tutjapana esperantistaro in
vitu en la nomo de la kongreso la Univer
salan Esperanto-Kongrcson por 194〇, okaze 
de la venontaj Olimpiaj Ludoj en Tokio.

同 上

以上二提案は提案者自身出席せず且提案を 

委任された代辯者がをらぬため哉後へまは 

す。
第玉提案 1940年の東京オリンビック大會 

の際オリンビック委員會に働きかけエス語を 

採用せしめる樣運動すること（實行方法は學 

會內エス連動後援會が中心となってやるこ 
と）。 束京エス俱樂部提案

寺喜久治氏提案理由說刿す。竹中治助氏賛 

成をのべ且實行にあたり名古屋より出た青木 

發賈については京阪神のエス僉では合計1〇〇 

枚以上も引受 

けるといふ憊 

約があるのだ 

とのべられ他 

の全國各地同 

志諸君の意向 

を伺ひたい。

磯峪氏—— 

これはレコー 

ドの审で商賣 

上の事でち 

る。商賣上の 

事を大會で話 

し合ふのはよ 

＜ないと反 

對。

竹中氏—— 

絕對に商陵の事ではない。エス遲動上のこと 

だとのべる。
磯峪氏——商赞上はいひすぎたと•失音取消 

す。
出席者の多くがレコードは結構だが500枚 

といふ樣な大遗引受のことはどうだらうとい 

った風なことをささやく。

議長よりどうするかと進藤氏にはかる。

進竣氏は皆樣に考へてもらへばよいとい 

ふ。
議長よりでは各地方窗でどの位買へるか意 

向をまとめてみようとのべる〇

第七提案 Alvoko al la tutmondo por la 
alta taksado de Zamenhofa motivo.

磯崎巖提案

ザメンホフを髙く評價せよといふのであ 

る〇歐洲の同志にも檄せよといふのである. 
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ザメンホフの著作なども完成してをらぬので 

あり硏究も不十分だといふのである。可決。

第八堤案 Eldonu la libron pri Japan 
Kulturo por la memoro de la jubilea kon
greso. 同 上

實行は來年の大準備會委員會にやってもら 
ひたいといふ提案者の意向をのべる。可決。

第九提案Religo de un uigita movado 
inter diversaj lingvo raciigoj movadoj.

同 上

ロ ーマ字會カナモジ命等と提携し運動すべ 

きことをとく。

高橋菊藏氏はロ ーマ字はロ ーマ字カナは力 
ナ、エス語はエス語だ。そんななまぬるい妥 

協はエス語・本槍でゆくものにとって無用 

だ。反對だとのべる。

趣旨が結構だからお互にその方面に働こう 

といふ意味で可決。

十提案 Alvoko al la publiko. 同上

大會の名で neesperantista publiko へよび 

かけること〇實行は本大會舉備委員會にまか 

せること。

異義なく可決。

っづいで議長よリ第三第四提案は提案者缺 
席につきもっとも重大な實行方法等につき具 
體的說明をうる事因難はる故審議不可能であ 

ると宣した。提案者缺席するもその趣旨をと 
り議すべしとのべるものがあったが竹中氏が 

長崎大會の先例をのべ大會で審議せず來年度 
大會にあらためて提出してもらへとのべる。

以上で大會協議會を終了。

19時半より同所で普及講演命をもつ。次の 

顏觸順序ではなす。樹衆200名位。

開會の辭 浪越春夫氏

我國へエス語が入ってきた經路

岡本好次氏 
ザメンホフ 高瀨正榮氏
日本古典.とエスペラント野原休一氏 

中華民風における言語運動

蔡利斯氏
（通 譯） 浪越春夫氏 

世界のエス運動 進藤蒂太郞氏

閉會の辭

22時半終了。散會。聽衆は甚だ熱心であっ 
た。15 Hからの講習にはきっと多數參加のこ 

とと思ふ。

8月10日C第三日:）

第3日は支笏湖へのEkskuroである。

午前7時合宿前集合aŭtobuso二空に分乘。 
四十餘名參加。支笏湖へ向ふ。札幌は晴天と 
いってよい。この分では今年は晴天つづきの 

大會かもしれぬ。昨年は三日間雨ふりばかり 

の大會だったがと考へてゐる。さるほど比ゆ

くほどに天氣模樣があやしく細い雨がaŭto
buso にあたってくる。
大會はやはリ三日つづいて晴天が無理らし 

い。
大正十年から一度もかかさず24囘の□本 

大會中17囘連續皆出席のレコードをもって 
ゐる記者の記憶にも三日つづいて上天氣だっ 

た記憶は殆んどない。三日の中一□位は少し 
でも雨がふるのが通例の樣である。三口とも 
雨のふったのは咋年だけの様だが。

バスのすすむにしたがひ雨ははげし < な 
る。8時半頃千歳へつくここで孵化場を雨の 

中で見學する。

再びバスにのって湖畔へつ〈〇パスをおり 

て湖畔へ山逍を下る。和當ひどい道だ舟にの 

って對岸へわたリ中村屋休憩所へゆく 〇雨が 
相當ひどいので支笏湖のながめもまるでおじ 
やんである。

併し札幌からここまでのバスでゆられる三 
時間程の間は皆で打興じつつ實に愉快であっ 

た。
大會のたのしみはここらにある樣だ。景色 

などは二の次だ。 \

っづいで休憩所へ到着。

休憩の後着席。喪の御馳走が出る。鱒のや 
いたものとライスカレー山盛。

食事の後雜談。その中に協議僉に出てゐた 
1940年に萬國大會を日本へ招くことについて 

非公式の意見交換。結局學會等でどの位費用 
がゐるかV E A へどれだけlicencpagoを出 

すか等について問合せ且頂國博等もどの位補 

助金をくオしるものか瀨ぶみをしてみることに 
してはといふ希望怨見等であった。學會事務 
所でそれらの調査を引受けることにした。

午後2時よりもときた道を引かへす。aŭto
buso の中は來る哇よりも賑やかに笑ひさざ 

めきながら歸る,4時歸着〇合宿に一休み〇

午後4肝過の汽車で上るもの下るものを先 

頭としてだんだんちってゆく 〇

道内から來たものは大體歸ってゆく 〇道外 
から來たもんは人會後北海道各地の名所見物 

に思ひ思ひに單獨行動をとって阿寒へ。マジ 

ユー湖へ。登別へ。カリカチ峠へ。層雲峽へ。 

根室へ。落石へ。

記者は大會後再び特使として東北の7都市 
訪問の大役があるので10ロ午後9時過の汽車 

で同志數名と靑森へ直行した。

おことわり:大會の公式の詳細の議事錄は 
後日發表される。この參加記はホンの記憶に 

よって書いたもめ。しかも大會後東北を旅厅 

し引っづいて夏季大學篦の多忙のため原稿を 

tとめる機會がなく 〇記憶のうすれた今I」大 
急ぎでまとめたもの故不備の朝はちらかじめ 
御了承をお願ひしたい。（岡本）
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北海道及東北の同志を訪ねて

岡本好次

學會特使として札幌の大會前に北海道を大會後に東北地力を巡遊すペき重任をおびて

す 7月24日 午前9時40分雨のふる上野驛に立つ。小雨がふってゐる。幸ひ岩手縣 

の鄕里へ歸られる塚山正勤氏と同車することになったので一の關までは同伴者をえたわ 

けだ。原山・洒井兩君が態々驛まで見送って下さった。午前［〇時汽車は北に向って動き始め 

た。 .

午後6時24分一の關で塚田君に別れて獨りになる。午後11時30分汽車は青森にっいた。 

こゝでは靑森.の同志葛西氏が出迎へられるといふお便りがあったので綠星旗を手にして下り 

る。卡一人かと思ってゐたら6名程の多功にまづ欝かされた。早速連絡船松前丸へ乘り移る。 

同志が船まで一緖に來られ、そこで初對而"挨拶やら同志の方々の御紹介があった。廿分程し 

やべってゐる中に發删の時刻（午前〇時半）が來た。葛西氏は祿i館まで同侔してくれるとのこ 

と。葛西氏を除く他の同志は下船し坤.頭に立つ。葛西氏と自分は上甲板へ出てbonvojagonと 

adiaŭ ĝis revidoの交換をする。水陸呼應してTagiĝoを合唱する中に解は出帆する。その時 
連絡删の事務長らしい人がツカツカと我々の所へやってきてエス話で「それはエスペラントの 

旗か」「貴下はエスペランチストか」といった風なことを話しかけてきた。不意の同志の出現に 

夢かとばかり驚いてゐる中に「後で船室へゆくから」と會釋をして消えてしまった。我々は却. 

頭の人彩が見えなくなるまで旗をふってから船室へ入った。船宝で身支度をしてゐる中に先刻 

の事務長らしい人が我々を船室へ探しにこられた。こゝだと合圖をしたら自分の室へ來たまへ 

と我々を導いてくれる。部屋へ入ってから初對面の挨拶をする。三人で一時間半以上もエス語 

の話ばかりする。この人は十數年前固餡で高桑氏にエス語を學び數年前再び囲館で講習をうけ 

たことのある人で「エス誌」をよんでゐるので自分の北•上を知ったといふ。どのエス會にも入 

ってゐない。お・名前は山內廣氏。今後は積極的に各極のエス會に加入されることを約束された。 

自分は思ひもうけぬ同志との邂逅に綠星の旅の幸先を心の中で祝福した。

大分夜もふけたので辭去して船玉へゆきグッスリと寢こむ。だが一時間程で眼がさめてしま 

った。旅の笫一夜はかくしてあっけなくあけてしまった。

7月25日函館 午前5時我事の松前丸は北海道の玄關诙館の;に橫付けになった。下船 

して綠星旗と荷物を手にして改札口へ出る。旗を見つけて同志が三四人集って來られた。十二 

年前に仙桌の大會でおあひした古H!榮氏の谀がおぼろげながら記憶からよみがへる。吉田氏の 

外に'篇•地エス會の事務所のあるエビス藥局主小田島榮氏、拓銀の井上久氏、水野宏氏ゝ画餡每 

日の松樹明氏がむかへてくれた。驛で朝食の後同志と共に旅館へゆく 〇宿へは矗i館中學の福田 

英男氏も來られ一昨年迄束京におられた井上一氏（二葉亭とエス語の硏究家で先般特輯號に執 

筆された方）も來われた。同氏は今市役所で働いてをしれる。井上久氏は當日朝の船で東京の 

方へ公務出張のため辭去された。

午前10時頃から水野松樹兩氏と同道まづ驛前に函館運輸事務所長牧野弘氏を訪問鐵逍界の工 

ス運動に對し理解ある支援をお願ひした。ついで商工僉議所を訪問鶴本氏にあひ商工會議所に 

てエスの活用をお願ひする。同會議所ではもとエス購習のため好意ある支持をされたことがあ 

ったとの事。次に矗i馆日々新聞（岡田整理部長）、函館新聞（西整理部長）、函他每日新聞（細川 

編輯長）を訪問した。函館口々の岡IĤ氏はエス語を蛊等學校時代に學ばれた事もあって目下熊 

本にゐる竈通の河邑光城C學會々貝）氏と當地でエス語のため力添されたといふ話をされ今後工 

ス語の講習會場として社內の一室を提供してもよいとの好意ある审出をされた。函館每口新聞 

はもと副編輯長として我等の古い同志高桑正吾氏が敏腕をふるわれた新聞であり今は新進の同 

志松樹君のつとめてをられる社である。細川編輯長は亦東京朝FIの土岐氏の知人でありエス語 

に深い理解を示された。
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函館での懇談會 

左よリ水野、井上 

C一）.大和、松樹・ 

岡本、田中、慕西、. 

福川、吉田、廣部 

の諸氏。

f

帶
廣
エ
ス
會
の
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歡
迎
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會

苫小牧での懇談會 

右より〔前列〕川 

原田、三原、岡本、. 

渡部、岡加夫人、 

渡部夫人。〔後列〕 

新田、大澤、中野、 

的脇、鈴木、爲家. 

岡垣、木村の諸氏
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次に井上一氏の居られる市役所を訪問市長に面會したいと思ったが生憎不在でだめ。

ついでデパ トで畫食後小闪鳥氏宅を訪問井上一氏も加リ四名で山の手にある画角?圖書館を 

訪問・館長岡田健藏氏は井上氏と親しくエス語にも非常に理解をもたれ同館所藏エス書二十數 

册をとりだして見せて下さった。吉田氏もこゝへこられた。

こゝで小憩の後晚の懇談會り爲街の中央部へ引きかへした。吉田氏と共に古い同志である廣 

部繁氏のお宅へ一寸敬意を表し宿へ踊る。

懇談會は午後7時頃から鶴岡町の五隔軒の階上でもたれた。食事後學會の現狀資產狀態を說 

明し出席者各位の意見をきかせていたヾく。 Ĵ .
〔出席者:!田中榮藏.吉们榮ゝ大和庄祐、井上一、水野宏、廣部繁、松樹明ヽ福田英男。以 

上8氏。（小田島氏はお子樣急病のため缺席された）。

〔注意〕以下出席者芳名はノートへ御記入下さった順です。又懇談會で話し合った事 

柄の山出席各位の申出等については各地全部をまとめたものを別に後日發表しますから 

この战行記には記入致しません。

函館のエス運動は數年前迄は非當に盛んであった。大正12年學會宣傅旅行隊の一員として 

參加した自分が同地を訪れた時はエス遲勤が將に勃發せんとする時で大變活氣があり亦桑氏が 

祿i館每Hの副編輯長として言論の力によってエス語宣傅につとめられ虎渡（ソ）氏、齋藤氏、橋 

本氏等當地の名士が我が陣がに加ってをられた。大正13年とかにエス會が誕生してこkに活 

氣ある遅動が始められ吉H1廣部氏等が新進として登場された。その後數年間Qエス運動は北海 

道では札幌と笫一位を倂ふほどの發展ぶりだったそうであるがプロ運動の人々の活躍と共に彈 

晅が强くなって手も足も出なくなり一昨年の大火の影響もあってエス運動は外而的に全く適塞 

してしまった。しかし聖火は熱心な同志によってもちつヾけられた。今秋を期しての復活が約 

束されてゐるようだ。自分の訪問が何尊かの意味でその刺戟になったことをよろこびたい。猶 

大會後道外の同志が多數同地を訪れたことが第二第三の拍車となったことをよろこびたい。

所用Qため髙桑氏とかけちがっておあひ出來なかったのは殘念だった。講習揚を提供されて 

ゐた虎渡氏C眼科醫）0なくなられたQも同地の同志にとって大きな傷手だったのだ。今は懇談 

會に出席された若い人々が主として働いてをられる。昔日の活躍を取戾してほしい。

7月26日小樽（第1B） ヽ . • ゝ ;
午前6時水野君松樹君等ゐ同志に見送られて函飾驛を出發。午前U時39分南小橡驛着。 

驛前には小梅:エス協會の坂下、藤川、禹橋、山本ヽ江口ヽ本間、福田の諸君が出迎へてくれる。 

先年東京に居られ昨年の名古屋大會の後東京に數日間滯在してをられた福田仁一君の宅に御厄 

介になるのだがその宅が驛のすく♦後なQでまづ荷物をとどけてもらって一同連立って北海タイ 

ムスの支局を訪問。長谷川支局長にあって口頃の好意を謝した。その節札幌大會のブログラー 

モを示した所之を本社へ電話してのせさせようと約束された。次に小梅斩聞を訪問嘉納編輯長 

に面會同じく好意を謝した。

ついで港の岸壁へ彳了って港の模樣を見物し小梅エス協會の命話命揚たる喫茶店オリンビック 

で少憩それから同志と別れ褊出氏と二人で公園へ行った。午後7時半から公園内の圖書舘で普 

及講演會があることになってゐた。之は小樽エス協會と圖書館の共同主催であった。大きな立 

看板が同餡前に立ててあった。館授今井福次郎氏はやはりエス語に好意をもってをられる。併 

し、何分にも土地の人が文化運動に無理解なので新聞”催瀾にも記事が出たにも拘らず聽衆が 

約20名といふことは遺憾であった。今井館長の話では同館主催で何とかいふ天下の名士が構 

神作興加何かの話にきた時も一人の聽手もなく大急ぎで靑年學校の夜舉生の授業をやめて俄仕 

立の聽衆にしてお茶をにごしたといふ話をきいた。地方での文化運動のくるしさを考へる。今 

井館艮の開會の辭あり「小梅エス界の紹介」を福出仁一氏がやりついで自分が「國際語の變遷 

とエス語の現狀」といふ始め加ら指定された演題でしゃべった。

7月27日小樽（第2日） ，

福田氏宅でゆっくり朝寢坊をする。畫間は暇である。丁度同志石栗氏の好意によって近海郵 

船會社支店の樓上に樺太國境劃定會議をひらいた紀念の室が當時のまゝ保存されてゐるのを見 

せてもらふこ・とになった。これは土地の人も何かの機會がないと見られないとの事であった。 

オリンビックで福田氏と二人でまちあはせてゐる中に石栗、山本兩氏が來られ高橋.坂下氏等 

も合流同令■議室を見せてもらった。サイン帖へエス語で文句をかいて署名してくる。
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午後7時から坂下會長宅で懇談會・をもつ。學會に對するいろいろな注文も出る。午後口畤 

半頃散會。小雨がふってきた。福田氏宅へついたのが12時頃。

〔出席者〕坂下淸一、石栗連藏、高橋要一、廉川哲藏、江口咅吉、山本茂、福田仁一、本間 

源吾。以上の8氏。

大正12年自分等が當地を訪問した時は高商の岩垂裕氏が專ら御世話ドさったことを記憶し 

てゐる。當•時:市民の會がなかった樣だ。大正14年に秋田から近藝養造氏が當地へうつられて 
エス運動の種をまかれエス會をつくられたとの事である。坂下氏は中學時代高商の外國語劇で 

エス語の劇を見たといふ話である。石栗氏も高商在學咤代に學習を始められたものでちる。近 

藤氏等によって講習がつヾけられ活潑な活勤をっじけてゐたが昭和8年福m仁一氏が同地へ歸 

ってからは一層各命を刺钱することによりー段の活氣を呈し昭和9年の全道大會をひかへては 

足並をそろへて各會の結束が出來た。

今日の小樽エス界は全く 一騎當千の人々が多く實に多よ濟々全道中異色のちる活況を呈して 

ゐる。ぜひこれらの人々が結朿して同地のエス連動に活躍していたじきかいと思ふ。講演會の 

時佛敎エス會長岡崎英舉氏にお日にか'る。同氏は人谷大學在學中エス語を學ばれた方で京都 

の佛エス聯盟を除けば全國では佛敎エス會として最も活氣ちる活動をつヾけてゐる唯一の會で 

あるといっても過言でないと思ふ。感川氏邊見氏本間氏等が岡崎氏を補佐して活躍されてゐる 

人々である。大會の佛敎分科會は殆んどこれら小梅の人々によってしめられたほどである。高 

橋氏は會話會を主宰し每朝一時間散步しながら福田氏とエス會話の練習をされるといふ狂烈さ 

には頭がさがる。江口氏は少し以前身體をこはされたとのことであったが同氏も亦が同地エス 

界の窃々たる闘止である。 / ・ 仲、
これらの人々が皆一丸になって小樽エス協會をもりたてゝをられるわけである。

7月28日札幌（第1日）

朝から雨がふってゐる午前11時47分福山氏と同伴南小樽驛發同志數名に見送られて札惋 

へ向ふ。午後〇時47分札幌着。

流石は大會を目前にひかへて綠厘の都と化した札幌だけあって出迎へてくれる同志の數も多 

《（特に鐵道關係の方々が多いせいもあるが）十數名ズラリと並んで迎へていたヾいたにはいさ 

ゝか度膽をぬかれた。同地鐵道エス界の重鎭坂本楣旗氏初め小笠原氏、後藤氏等の衙生試驗所 

關儒の人々や小森、仁岸等の鐵道人有名な阿部、太丸、村山の三孃札幌エス會の方からは浪越 

氏等が來られた〇自分の宿をひきうけてくれた高校及大學時代からの親友で同志でおる山下逸 
二郞君がかけつけて來られた。雨がふってゐるのでどうにもならない。晚の懇談會までを山下 

氏宅ですごすべく福ni氏と共に山下氏につれられ自動車で山ド氏宅へゆく 〇午後6時頃相淳氏 

が來られる。

午後6陀半明治製菓での懇談诃へ出席。

懇談會は般も盛會であった。こゝで元新潟翳大に居られた我等の同志北大數授眞崎健夫博土 

にかゝる。相澤氏が位崎博:士にお願ひした結果同博止の好意により明Hの同地ロ ータリ 

ークラブの例會でエス語紹介講演05分間）が出來る樣御配慮ドさることになった。又夏休 
を利用して旭川でエス講習をやられる元苫小牧工業（現富山工業ヽ）の渡部隆志氏にもこの懇談會 

でお目にかゝれた。札幌師範の五十年紀念とかで出札された志文の岡本義雄氏三笠山村の細井 

末夫氏のお二人にお會ひできたのも何よりのよろこびであった。懇談會は1°時頃閉令。

〔出席者〕福原久泰、小森政雄、仁岸睦夫、木村喜壬治、佐藤德治、阿部壽滿子ゝ村山靜了\ 

太丸マッ子、北村宏、山賀勇、脇坂圭治、細井末夫・岡本義雄ゝ相澤治雄・激熔健夫、前旧徳 

泰、浪越春夫、山下逸二郎、後藤喜六、渡部隆志、編田仁一、以上21名。

當地のエス界は大正8年頃三田智大氏によって始められ大正9年小坂氏の來札によって刺戟 

され大正12年頃自分等の宜傅旅行の時は岛濒、山上等の人々が熱心に活動されてゐた。その 

後北大を中心に相當盛人にエス運動が發展した。しかし昭和8年4月の北人赤化那件が突發し 
たため北大の學生はすべてエス運動に參加を禁止されたかたちであり同人の數授連もエス述動 

に助力することを遠慮されたいといふ意向を傅へられそのため今口に於ても北大輾係者がエス 

運動から手をひいてゐることが一番さびしい。エス語の如き文化運励には大學の敎授や學生が 

第一線に立って活躍さるべきものであるにこんな狀態では遗憾である。併し今日では大學當局
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も多少理解してきたらしい。併し昔日の北大エス會の隆盛をとりもどすのは何時の芋であろう 

か〇
札幌エス會はこの大會を機に先輩高瀨正荣氏を會艮に得て新陣容を立てることとなったのは 

大きな收獲であった。同存の働き手は相澤、木村、佐藤、浪越の諸氏でおる。

札鐵エス會は元老坂本氏の下に局關係では小森.仁岸の兩氏が中心となって阿部村山太丸の 

三嬢が活躍し衞生試驗室の小笠原、後藤氏等が杳闘されてゐる。
今度の大會の灌備は專らこれらの十名程の人々の努力によって大成功裡に終了したのであっ 

た。これらの人々の努力は實に淚ぐましいものであった。

7月29日札幌C第2日）
午前9時半山下氏と共に山下氏宅を出て高瀨氏訪問（不在）。10時山下氏の勤めてゐる札幌病 

院を訪問林院長に面會。同口ロータリークラブでエス紹介の話をする旨申上げた。同院長も 

rotarianoでありしかもエス語犬賛成者である。嘗てロータリークラブの會合でエス話使用を 

すゝめたが誰も賛成しなかった。今口は大いに話して盲をひらいてもらひたいと。锻勵された。 

11時北海タイムス獻訪問社會部長にあひ後同社取締役山口巒一氏にお會ひした。山口氏は明治 

39年安孫チ貞次郞氏と知り令ったのが緣故で同年5月北海旭新聞の主箫として赴任後每Uエス 

語會話を少しづゝ同紙上に連載したといふ人〇昔話をいろいろきかせてもらふ〇

午前12時20分グランドホテルへ行きロータリー・クラブの會合に出席。出席者32名。 

塚畴博士の紹介で二三の人に紹介してもらふ。林博士もこられた。定刻になって振鈴。一同裔 

席〇まつ先にロータリーの歌を歌ふ〇エス語のhimnoと似たような歌詞である〇寒食後gastoj 
の15分間演說がある。3 gastojの一人として口分はエス語紹介の話をする。15分では仲々ま 
とまった話はできなかった。併し匝崎博士の御好意で幹事にうまく耳打してくれたので散會前 

エス語にっいてもっと知りたい人は別室できいてくれと話してくれた。散倉後別室で滇崎博士 

も加はり數氏があとにのこりいろいろエス語について質問がある〇二時間程も話しこんでゐ 

る。
緣定よりおくれて明泊製菜へゆく。同所では札幌の藥學關係の同志の會合がもたれた。午後 

3時半から會合。8名出席。北大藥局長藥學博士杉井善雄氏も川席された。藥學關係のエス問 
題にっいていろいろ懇談。今後札幌病院の山下氏がが屮心になって活躍鐵道の後藤氏幹事役を 

ひきうけられる筈。今後は同地にも藥學エス會が發展することと思ふ。

午後6時よリ山下氏宅で第二囘懇話會。但し主として大會の件につき打合せが行はれた。出 
席者は前夜の顏觸から數名少くなっただけ。大會々頭たる高瀨氏も出席された。自分とは十年 

振の再會であった。

7月30日旭川CS!日）
旭川行の汽車の時刻がまちがってゐたので午前6時に起きてとにかく山下氏と札幌驛まで行 

く相澤ヽ木村■後腔氏等が見送りに來てくれる。旭川冇・の渡部隆志氏と同道の手告であったが 

汽車の時間がちがってゐたので渡部氏が先へゆかれ自分は結局8 H；f 42分發の列車で旭川へ行 

くことになった。時間が少しあったので札幌鐵泣局へ行き坂本氏に敬意を表しに行く。局の三 

孃小淼氏等も出て來られた。8時42分主として鉞道の人々に見送られて發車。午後〇時35 
分旭川着つ驛頑に綠星旗を飜がえして木津會長以丁數名の同志及び先疔の渡部氏のお出迎へを 

うける。
それより木津氏宅へ行 < 旭川エスペラント會といふ看板が口につく C少憩の後笹岡旅館へ行 

く。川名、竹吉、遠藤.高宮氏等も同行さる。渡部氏と一緖に宿にくつろぎ同志と歡谈數時。 

その後測候所の工藤氏がこられた同氏は高府氣象毒のエス文報吿に刺戟をうけて學習を始めら 

れたとの事。しかも同僚の池山氏と期せずして同時に學習を始めたとの事。兩氏の熱心さには 

木津會長も驚嘆してゐる。

午後7時から中屋で懇談倉を開く。
〔出席者〕木津義雄.吉岡求人・片岸喜幸ゝ今井弘、川名正二郞、竹吉正廣、松原喜代お・ 

藤川信郵、橋本貞三、遠藤正臣、高宮アイ、武田威勢、當摩憲三、渡部隆志、工藤朝次郞、池 

口］书 叹上1?夕
旭;IIでは山口喜二氏が明治39年頃エス語を新聞紙上で紹介した陆分軍人でエス語をやって 

ゐる人がゐた。大正12年に自分馨が當地訪問め飾は星遞道氏涼木優嫌氏笹が居られたが十分
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令として發展してをらなかった。その後の當地のエス連動については十分判ってゐない。當地 

に新しくエス會が出來たのが昭和7年であった。その後幾多の迂餘曲折をへて今nの旭川エス 

會の基礎は昭和9年に出來上ったのである。現今授木津氏の熱心ぶりは實に遼くばかりで身を 

膨て第一線に活躍してをるのは淚く・ましいばかりである。武田、當摩氏がやゝ古參格であるが 

之迄公務出張が多いので十二分に活躍できぬとのこと。川名、竹吉、遠蕊の諸氏が中堅といっ 

たところ、高宮孃は全道內でも最も光ってゐる婦人エスペランチストで特異の存在でちる。

まだ若いfresaな當會は必ずやこゝー兩年中に大飛躍をなすことゝ思ふ。來年の全道大會は 

當地で開かれるとのこと〇各位の御活躍をのぞむ。

7月31日旭川C翁2
この日は朝から雨がふってゐた。午前中は昨夜同宿した渡部氏とよもやまの話に時をすごし 

た。 ; 「一拓廉!

午後2咗より木澤氏遗蔭氏と同逍まづ旭川タイムスi社を訪問日頃の好意を謝し次に旭川警察 

署を訪問特髙係と談合・ついで旭川新聞社を訪問しゃはりH頃の好意を謝した。それから同市 

唯一の圖書餡下村文嚴を訪問。古い北海旭新聞を見せてもらひにいったが無駄であった。

午後7時より木津氏宅で第2囘懇談會。木津會長その他より學會に對するいろいろの注文が 

あった。出席者は前「1出た人々の中木津、遠藤、川名、工藤、武山、當摩、竹吉、高宮、渡部 
の諸氏であったと記憶する。新しくこの晚出席された人に測候所の池田湧氏がある。あとで工 

ス語演說の見本として自分が旅行の話をする高宮嬢が手際よく通譯して下さった。午後10時 

半散會。雨がさかんに降ってゐた。

8月1日釧路

雨がちがってスガスガしい朝である。午前5時50分木津會長始め數名の同志に送られて出 

發釧路にむかふ。旭用にのこって講習をやられる渡部氏とも苫小牧での再命を約してお別れし 

た。車中の氣溫は攝氏22.5度といふすじしさ。正午過帶廣驛へついた。或はと思ってプラッ 

トを見てゐるとブリッヂから綠星旗をもった同志がかけて來られた沼FH氏だ。次に長谷川氏と 

紺野、黑澤の兩孃が來られた。プラットへ出て立話をする。明仃の再會を約して釧路へ。午後 
4時過になって大樂毛驛まで來た時大綠屋旗をかついだ丹氏と鐵道の制服をつけた佐々木、央 

戶の兩氏が車內へさがしにきてくれる。約十時間の無聊をへて無暗にうれしさがこかあげてく 

る。釧路驛へつく 〇早速丹氏の齋蕊病院へつく 〇落石から態々116秆も離れた釧路へ無電局に 

ゐる山下文雄氏が來て下さったことは何よりも感激にたえなかった同氏は苫工における渡部氏 

の弟子である。北海道のどこへいっても渡部氏り蒔かれたエスペラントの種がうえつけられて 
ゐるのに躋く。

午後7時から同病院內の一室で共に噪餐をとってから懇談にうつった。いろいろの話も出 

た。午後12時過まで懇談がつヾけられた。

〔出席者〕央戶武志、三浦順一.丹貞一、桑原一・佐々木喬捞、山下文雄。以上6氏。
當地のエス會は富山藥專在學以來の熱心な同志丹氏が幹步として永く活動をつヾけてゐる。 

それをたすけて古い同志である佐々木、央戶氏やや、新しい三浦氏等が之を補佐し支持してゐ 

る〇小學校長で名望家の確野謙助氏が會長となってをられるため外部に對して都合がよいとの 

审。

當地の活動は最近活潑をかいてゐる樣にったへられてゐたがしかし絕え'ず多少の活動はっづ 

けられてゐたようである。唯他の土地できいた瞬によれば當地には外國語の智識をむやみにふ 

りまはして薄習扌U導者をこまらせてよろこんでゐる人や會長にするなら會に入ってやるといふ 
心臟の强い人やがゐるのでやリにくいといふことである。果して诡實かどうかしらぬがどこの 

土地にも多少こういった種類の人が存在しないわけではない。エス倉は人間の頭數をそろへる 

よりも少數の人でも緊密な提携をして力づよく外部に働くべきだからこういった人々とは袂を 
別ってもやむをえまい。

自分の訪問が何悸かのきっかけになって當地に再び力强い運動が起ることをのぞんでやまな 

い。
藤野氏が御多忙で扌6目にかhれなかったのは遺憾であった。

夜は山下氏と同室で丹氏の御厄介になり同病院で眠むる。

8月2日帶廣（第1日）

午前9時釧路驛發帶廣へむかふ。驛頭で古い同志藤原敬三氏（大正12年には札幌におられ 



23 C415)

た方）に托目にかゝった。夫戶、丹属氏は大樂毛まで佐々木氏は白糠まで見送ってドさった。

午後〇時33分帶廣驛着。菅沼副會■長初め昨Ŭ驛頭でおあひした人々其他十名程の同地エス 

會ノ）人々が出迎へて下さった。自分ののって來た汽車で同志佐藤松男氏が小樽へむかはれるの 

でちの見送もかねて。自分と佐藤氏とはそのためお話も出來なかったが大會の時お會ひするこ

とが出來た。 ,-
まづ會長缘田氏の宅つむかふ。途中塚田會長が態々自轉車で出迎へてくれた。

塚田會長宅で同志諸君の御名前を承る。少時雜談の後今Hは日曜Hなので豫定の通り水光園 
へ遠足にゆくことにきまった。少し暑いので和服にかへてゆく。菅沼副會長以下同勢ト數名。 

エス語でbabiliながら帶廣の街を通ってFH岡脇の道をへて水光園へつく 〇塚山會長は孃ちゃん 

坊ちゃんを同伴旣に先着されてゐる。一個人が所有してゐる庭園で一般に開放してゐるとの 

番。當日はカメラデーとかで少し服かだったらしいが我々のいった頃はおそかったので少なか 

った〇芝生に腰を下ろす。frti kiltojやkukojがくばられる〇閑中を流れる川にボート三艘を

浮べて遊ぶ。
午後4時過一同歸路につく途中十勝川にそうて步み帶廣神社に參拜の上歸る。

午後7咤より千秋庵で座談會を催す。これは新聞記者3名。特高係一名をふくむもので懇談 
といふよりも啓蒙的の健であったので自分はエス運動の現狀について話す。後自己紹介その他 

あって10時過散會。
〔出席者］塚田勝、营沼寛、長谷川守、沼川芳藏、井上明、井關贞雄ヽ渡邊武功、池田峯秋・ 

野川敏、古井政光、黑澤正子、紺野ケイ子・永峯春惠、枝廣岩男ヽ森本三郎・長山光男、以上

E

16氏。外に4名。

同志尾澤淸氏は所用のためekskursoにのみ參加。

8月3日帶廣（第2日）

昨IIは日曜だったが今日は雯間の勤傷のある人ばかりでfraŭlinojがお暇なので宿舍たる塚 

田修長宅へ遊びに來られるとの京であったが1°時:半を過ぎても來られないので近所の郵便局 

へハガキを買ひに行った。その間に3 frafilinojが來られたがすぐ歸ってしまはれたとの事で

殘念であった。 ,
札幌には鐵道の三孃がゐて何時も一緖に同一行動をとってゐるがこ、にも黑澤、紺野、永峯 

の三孃がゐてやはり何時も連立ってをられる。地方ではお孃さんのエス語學習特にエス宰合へ 

の出席にっいては父兄の方の御注文が多 < てむづかしいらしい。一例をあげればあまり每映外 

出してはいかぬとか。いった風なこと。これは父兄の無理解ではなく世間がうるさいからな60 

で、實際少しかはったことをやるもQに世間のうはさほどうるさいものはない。

同口午後2時より沼山芳藏氏が特に劫務時間中をさいて新聞社その他の訪問に同伴された。
北海タイムス支局。市役所（・こゝでは池田峯秋氏の御口添もおって產業課長に會った。----

猶池田氏の御努力で札幌大會には同市長の祝辭やその他いろいろの方面の祝辭等がえられ且參 

加者へ帶廣紹介の小册了や工ハガキ等をへばる樣盡力された）。帶廣商工命、警察署、十勝•每 

日新聞、小榕新聞支局・十勝新聞等を訪問。

夕方塚田會長御兄弟御令孃沼山氏と同伴郊外の養鲤場を見物。

午後7咤塚田會長宅にて懇談會を開く 〇
〔出席者〕長谷川守、井上明、池田峯秋、塚田勝、ぜ沼寛、沼田芳藏。以上6氏。

當地農學校には古い同志三田智大氏が大正1°年頃から勤務されてゐたので旣にその時分か 

らエス語の宣傅がなされつ、あった〇三山氏の絕えざる種まき運動が遂に昭和7年原田氏等に 

よって芽を出し昭和8年三旧氏が靑森へ去られた後もよく之をもちこたへた。原田氏が東京へ 
轉任されたがその前後處證は巧みに講ぜられてゐたQで帶廣エス會は微動だもしなかった。卽 

ち塚田氏を會長にいたヾき营沼竟氏を副禽長とするに及び命合所等も自由に手に入る様になっ 

た。塚FH會長の新築住居"、の一室をverda ĉambroとして捉供されてゐるし、講習は笛沼副伶 

長宅でやるといった風に非常にめぐまれた狀態にある。自分も會長宅に二噪御厄介になりその 

verda cambroを終日利用させてもらってゐた貌である〇
慶應大學翳學部エス令を牛耳られ東京學生エス聯盟の委员長をされた塚田克雄氏は塚田會・長 

の御令弟であることも特記すべきことである。會長は夏休小遊びにきてゐた令弟や從弟の方々

にエス語學笛を勸誘されてゐた。
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幹事として長谷川、佐藤ゝ沼川の三氏がガッチリと腕をくみあはせ足並そろへて活動をして 

ゐる。道內各地エス會訪問の節どこでも帶廣エス會をうらやましがらぬものがない位でむる。 

各地エス會を訪問した時ぜひお醫者さんの會長をえたいといってさがしまはってゐることをき 

かされた。この好凋子をくずさぬ樣どこまでもつヾけられたいと所幾ふものは私一人ではある 

まい。

8月4日志文 .

始めの豫定ではこのIJ室闌へゆく筈であったが出發間際に苫小牧と室闡の都合でこの［J-U 
が暇£なった。登別溫泉へゆけといふ人もあったが登別には同志が一人もをらぬようだ。今度 

の旅行はあくまで特使としての旅で名所見物ではない。一人の同志でも同志にあふといふ事が 

使命だと考へ地圖をひろげてみると帶廣から室蘭へゆく途中の志文（岩見澤町の一部）に熱心な 

同志であり自分とは同姓であり名前さへ半分發音が似てゐる岡本義雄氏が住まってをられるこ 

とは筑々本誌內地報道關で承知してゐた。それで山發啦前岡本氏の御都台をおき\した結果小 

樽へ返那をいたヾきn前述の如く札幌でもおあひしたので今口は岡本氏の御好意により同氏宅 

へお伺ひすることにした。

午前7時34分塚田、菅沼、その他數名の同志におくられて帶廣驛發志文に向ふ。

午後3時2分え;・見澤驛へ着。態々同驛まで岡本氏が出迎へて下さる。下車すると渡部隆志氏 

が同志であり御口分の弟子である方と立ってをられる。旭川の講習を終へて苫小牧の方へゆか 

れるとのこと。老へてみれば瀧川から同じ列車にのってゐたのにをしい事をしたとお互に殘念 

がる。同勢四人室闡行の列車にのりうつる。志文まで話しながらくる。3時24分頃志文驛へ 

つく。こ人で渡部氏等にわかれて岡本氏宅へゆく。岡本氏宅は驛から十數町離れた田圃にかこ 

まれた物靜かな所にある。岡本氏は旣に札幌の懇談會にも出席されたのであるから再び學會の 

事についてかれこれ申上げる必要もないし全くうちくつろいだ氣持で橫になったまゝお話でき 

たので十二分に休養が出來全く有難かった〇都會•ばかリまはってゐた自分はこの川舍へ來て生 

れ故鄉へ厢った様ななつかしいゆっくりとした氣持に浸った。

8月5日室斎

朝勤務の都令で岩見澤へ來られた苫小牧Q岡垣氏が態々岡本氏宅まで來てくださった。午前 

9時30分の汽車で室蘭へゆくために岡不岡垣兩氏に見送られて乘車する。岡本氏は同日中に 

札幌へゆき大會・の準備の手偉をされるとの事で大會での再會を約し岡垣氏には明Hの再會を約 

してお別れした。

汽車が東室蘭へついた峙鐵道の制服をきた力が自分の綠星旗を見て上ってこられた〇室蘭做 

道エス會の代表者中野五郎氏であった。こゝまでお出迎へドさったのである。岡垣氏からも題 

話がいってゐたのである。眞に鐵逍の同志の聯絡の便利なことは驚くばかりで道內各地をまは 

了て鐵道の同志のおられる所はすべてこの便利が味はれるのである。午後1時30分古い同志 

三崎豐市氏C札祝より昨年當地へ輔勤）等始め數人の鐵道關係の同志が出迎へて下さった。この 

日は志文では星天であったが途中から雨で當麟へ下りた時は相當烈しい雨だった。驛前の室關 

ホテルといふのに入り二三の同志と話し合ふ。

午後4時過から木村■屋喫茶部へゆき懇談會をもつ。學會の現狀を話す。

〔出席者〕東鄕顯、加藤三郞、中野五郞、三木時雄、奥村豐、三焙豈市。以上6氏。 

その中に三崎氏へ電話が來た。これは驛の方へフランスの同志が來たとのしらせであった。 

三崎氏が迎へにゆかれた。

數「I前同港へ入ったフランス車艦ラモットビケ（Lamotte Picquct）號乘組のHenri Berteloot 
氏の來訪について橫濱から通知があったので船へ手紙を托して今噪會台があるから暇があれば 

來てくれといってやったのだそうだ。

7月27日に東京を訪問したBerteloot氏である。自分は24日に出發したのであってはゐ 

ない〇

午後6咗頃二崎氏に伴はれて二人のフランス人が來た〇 Henri Berteloot氏とMimrice Locret 
氏である。初對面の挨拶をする。しocret氏はまだエス語をE氏指導の下に習ひ初めたホヤホ 

ヤで昭んど話せな丫。B氏はし氏の指浦をしたおかけでか相篦流暢に話された。橫濱ではあ 

まり上手でないと云はれてゐたが、やはリ人に敎へるといふことは口分の大きな勉强になるの 
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だ。8月末には長崎へゆくそうだがダンダンうまくなるだろう。その後询館でも同志にあった。 

询淼でも同志にあった筈。

一緖に食事をする。

後で紀念寫眞をとるために寫匝館へゆく 〇 丁変その途中なので同地の古い同志で如醫者さん 

である水科吉郎氏を訪問。玄關で御挨拶だけして歸って來た。明治39年頃からの同志である。 

大正十二三年頃は相當熱心にやってをられたQであったがその後洋行されたりお忙しくなられ 

たのでエス運動からは一時遠かつてをられたが今後何とかして御カ添へ下さることを御約束下 

さった。自分は大正十二年宣傅旅行の節おあひした。

寫眞をすませて7時半頃鐵道クラブへゆ< 〇こゝでは7時から普及諜演會が開かれることに 

なってゐたが何分灌備が急だったのと當地Q人々が文化運動に無關心のため始んど聽衆が來な 

かったが當地の大抵の同志が集まられた。又鐵道の人々で日頃エス語のことをきかされて今か 

ら學びたいと思ってゐる人々も來られたので急:に座談會に變更した。

〔出席者〕上記木村屋喫茶部へ出席の6氏の外に三宅はな江ゝ重山繁、士井陸藏、折笠正、 
田村平次、武山洋三、上林巖.!^erteloot, Locret以上15氏。

Berteloot氏のエス語の挨拶（三崎氏譯）や自分がエス語で!3年前の訪問の事やいろいろ感想 

をのべ、やはり三崎氏が日本語に通譯し又 Berteloot氏はしocret氏のため佛話に譯して聞か 

せるといった風でなごやかな面白い風景。あとは出席者がBerteloot氏等にフランスの事情を 

きいたり自分にエス運砌について質問等される。

ニ外人の歸瞻時刻が來たので午後9時半過會を閉ぢ數名でB. し兩氏を埠頭まで送ってゆ 

く。Berteloot氏は又來年□本へくるとかいってゐた。

この土地のエス運動は上記水科吉郞氏が草わけである。明治39年頃仙臺でエス語を學ばれ 

明治40年代に當地へ來られたのである。

大正年代に同氏の指導でエス語を學ばれた人に“下札幌におられる小笠原氏等がある。大正 

12年頃は同氏の外に牧帥の岡崎俊雄氏の如き熱心な人がおられさかんに普及につとめられてゐ 

たが岡崎氏が當地を去られてからは全く malviglaになったらしい。その後昭和8年頃普及會 

關诵のものゝ講習會がちったりしてエス會がもたれたらしい〇中學の配坯將校原昇氏や同じ中 

學の附田氏.女學校の市來氏、市役所の三宅孃導が熱心に會介をもたれたとの事。增山、市來• 

氏等は當地不在のためお會ひ出來なかった。最近は會合が中止されてゐるとか。

一方特使訪問に主力をつくされた室闊鐵道エスペラント會はやはり新しい會ではあるが中野 

氏を代表者として健實な步みをつじけて來てゐるが昨年古い同志三崎氏を迎へて活氣を呈して 

來た。今後の一大飛躍を豫想されてゐる。

8月6日苦小牧 . i弔.ぷ;

朝暇があったので上記原昇氏をお訪ねしたが同H旭川へ赴任されるので生憎御挨拶まはりに 

ゆかれて不在のためたヾ奧樣に名刺をさしちげて引さがる。同志數名にお < られて午前1°時 

發の列車で苦小牧へ向ふ。正午過苫小牧驛着。渡邊ゝ岡垣、鈴木、川原E數名の同志がむかへ 

て下さる。 ・ /. ツ企ま

すぐ岡垣氏宅へ向ふ。第丈をいたヾいて話しこむ。

午後6時から驛前渡邊屋にて懇談會をもつ。 宀
三川の方から態々新山爲男氏が來られ白老から爲家正義氏（も.と横濱に居られた方〕が參加さ 

れたのは何よりもうれしかった。室蘭から中野五郞氏も參加された。

〔出席者〕鈴木春吉、中野五郎、新田爲男、大澤誠一、岡垣千一郎、岡垣夫人、川Kini?®— 
郞、木村え雄、爲家正義、渡部隆志・渡部夫人、門脇松次郎、三原梅子。以上13氏。

この地のエス蓮動は古くない。昭和2年頃王子製紙の西村氏が獨り矶究されてゐた。昭和3 
锌になって苫工に敎鞭をとってをられた渡部隆志氏がエス學習につとめ昭和4年から學校內で 

準正科として敎へた。又學校外の希望者へも敎へた。これが當地のエス運動の初めであって渡 

部氏が中心となってもっぱら發展した。昭和5年苫小牧エス禽创立渡部氏義弟門脇氏が會長と 

して努力その後渡部氏が富山へ去られけ脇氏多忙にて岡垣氏が會授の職を引受け鈴木、川原川 

氏等の補佐に上り多忙の職務に拘らず奮闘されてゐるのは淚ぐましいばかりである。

同叮には苫工同窓をよス會がちって村山自助氏が專ら仕爭にあたってをられるが御多用のた
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めおあひ出來なかったのは殘念であった。苫小牧とエス語の名を思ふ時誰しも渡部氏の名を思 

いだす。渡部氏なき苫小牧工業の生徒の扌旨導も岡垣氏の手にゆだねられた。同校卒業生は苫小 

牧の如き小さい町にとどまらず仝國各地にちり朝鮮滿洲までも發展するそうである。だから二 

年三年かゝって養成しても皆各地へ行ってしまふのでさびしいといふ。まことにお氣の毒な次 

第である。しかしこ人で育てられた同志が全國各地へちらばることは何よUも有難いことで我 

國全體のエス界からみればありがたい極みである。岡垣氏の御蛮鬪をのぞむ。同夫人の内助の 

功も見逃すことができない。

同夜は岡垣會授宅に御厄介になる。夜苫工生徒菅野進君がこゝへ來られた。蜜間所用のため 

來られなかったのである。しばらく話す。

8月7日札幌へ 再巒

午前1!時過菅野君が來られる。一緖に札幌大會へゆくため同君と岡垣氏夫妻と同道驛へゆ 

< 〇驛で先着の渡部氏同夫人その他門脇前會長初め冋志數名におあひする。
午後〇時8分發の汽車で同志に見送られ渡邊氏夫垂、岡垣氏、菅野氏、三川の新田氏、門脇 

氏足人（お子樣同伴）と大會地札幌へ向ふ。

8月8日、9日・10日 大會の模樣等は別項大會參加記事につき見られたし。

8月10日午後9時17分札幌の同志數名に見送られて大會に出席された靑森の葛西藤太 

氏弘前の谷山弘藏氏及び令嬢理阿乃さんと同車靑森へ向ふ。小梅迄進藤.川崎兩君とも同車で 

き愉快に話しながらゆく。

8月11日青森 、 リ鑿

今度の旅行での初めての夜行であった。どうにか寢られた。画館着は午前6時25分。函館 

の同志水野氏が獨り態々出迎へて下さった。待介室で7時迄話込んでゐる。それから乘船。船 

迄水野氏が來られた。?咤半出帆。12時靑森港着。同志數名出迎へらる。北上の時お會ひし 

た人々である。

同志の案內で陸奧餡支店といふのに宿をとることにする。少憩の後葛西氏兄弟と同道東奥日 

報社、縣中央圖書館、警察署を訪問。

圖書館では事實上の館長たる吉岡龍太郞氏に面會する。同氏は冬季運動袋技の權威者でオリ 

ンビックの冬季競技も公用語がノルウェー語と獨佛語の三國語だとの話からエス語にfavora 
な意見をのべられた。15日からのエス講習にも會場をかして下さることになってゐた。後宿へ 

歸る。

午後4時過から宿の部屋で懇談會を開く 〇

〔出席者〕葛西藤太、谷山弘藏、葛西腔三郞（腔太氏令弟）、神潔ゝ小枝進.大山竹次郎。以 

上6氏。C外に谷山氏令孃）。 ・

午後7時から菊屋デパートのホールで普及养演會をもった。北海道エス界の元老とも云ふべ 

き現靑森縣三本木股學校の三田智大氏もたまたま靑淼へ來てをられたので出席された。初め葛 

西藤三郞氏の開會の辭についで三田智大氏がエス語についての感想をのべられ・葛西藤太氏が 

靑森エス會の紹介をして白分がエスの現狀を話じ午後9時過閉會。聽衆150名。非常な成功で 
あった。 パ护

この成功の裏にはかくれた葛西氏及び同地同志の努力があるが特に葛西藝太氏のかくれた努 

力を注意したい。

それは葛西藤太氏は數年前からエス書の蒐集に着手され學會の型錄にのってゐるものは一つ 

も殘さず集めたしその上型錄にないものも氣付いたものは蒐集されたとの审である。最近出版 

のエス書の藏書家としては日本一の折紙をつけても上いのではないかと思ふ。

葛西氏のこの500種にあまる藏書其他ボスター類等の中300點をえらんで8月1-2兩日に亘 

り同じ菊屋デパ~トの同じホールでエス展覽會を開いた。これが大きな宣傳效果を奏したらし 

い。その際入場者へ苔及購演會の事をかいたものをBEったのである。澤山のエス書をみせられ 

てエス語の實力のスパラシサに驚嘆した人々が演說會をきゝにきたのだと思ふ。

講演估終了後榮作堂へゆき階上で懇談徐をもった。

出席者は葛西兄弟、神、小枝.大山の諸氏の外に三田智大、大岛康治郎、西澤平治郞.其田 

良ー。以上9氏。
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谷山氏は午後7時過の汽車で弘前へ歸られた。

懇談會では主としてエス語に關した種々の方面の質問があり特に植物學方而の術語について 

意見の交換が行はれた。午後1!時半頃散@。

靑森市には大正12年我々の訪問した頃はエス會もなかったようであったがその後間もなく 

秋田雨雀氏寧ĝ刺戟をうけて發展大正末期頃から昭和の初にかけてエス運動はさかんになり一 

時は靑森縣エス聯盟も出來て每年各地に大會を開いた程であったが會の有力者が思想關係の運 

動にも励いたため彈壓が强く最近數年は全く火の消えた樣になってしまってゐた。それをこの 

一兩年前から葛两氏が再興に着手され前のエス會とは關係のない新しい中立的の命をもたれる 

ことになり種々運動されてゐたが北海道大會と自分の同地訪問の報に刺戟をうけ做底的に對外 

宣傅iにのりだされたのである。令弟葛西藤三郎氏が之を補佐され比較的古い同志大山、神、小 
枝の諸氏が葛两氏と共に奮闘されることによりこの五人のガッチリと組あった力でこゝの運動 

は今や…次躍進をとげんとしてゐることは我々の括目に値する所である。

8月12日弘前
弘前厅は午後なので午前中鳶西藤太氏と共に靑森運輸專務所を訪問。渡庶務主任に面談エス 

運動に大いに好意をもたるゝ樣お願ひした。ついで縣廳にゆき敎育課長石田氏に面談。阈陈語 

の立埸について意見をたゝかはす。市役所に學兵課長を訪問す。つぎに市立高女校艮柿唸守忠 

氏を口宅に訪問。エス語支持をお願ひして引あげた。

午後3時20分靑森驛發靑森の葛西兄弟、大山、神・小枝の石氏と共に汽車で弘前へ向ふ。 

弘前では晚に普及講演令があることになってゐたが、之は靑森エス會の同志がすべて準储され 

た。弘前には今の所エス會がないので靑森の同志が盡力されたのであった。

午後4時17分弘前着。すぐ弘前新聞はへ挨拶にゆく。同社が講演會の後援をしてくれたの 
である。っいで會場商工會議所へゆく谷山弘藏氏も來られる。午後7時半頃になっても聽衆は 

大して來ない。同志は大分集まられたがneesp-istoは二三人位。policano 一人。總勢20人位。

それで講演會をやめ卓を圍んで懇談的に話し合もことにした。初め希望により自分からエス 

運動の現狀につき話しをなし次に各人の質問をきくことにし穫々意見を交換しあふ。

〔出席者中の同志の芳名は〕靑森の五氏の外。谷山弘藏、山本祐一ゝ藤田喜八•郞、佐藤邦雄、 

蝦名健三・橋本宇農、土岐廣、岩井武太郞、古木名滇太郎。以上14氏。
廣島文理科大學の學生の方で最近エス語をやられた力も少しおそく出席された。廣島へ歸ら 

れると大いに運動される咎
弘前には靑森と同様元エス會があったが靑森同樣彈壓がはげしくて消滅したらしい。同地の 

高等學咬にもエス會がわったがヤッバリ同じ樣な理由で學生課の取締が嚴重になり會がやれな 

くなったとの事でちる。 ・

同地の古い同志谷山氏は大正9-10年頃大谷大學在學中から始められた力である。御子さん 

にもズッとエス語を敎へられてゐる熱心さである。

靑森エス會が發展すればその中にこの地のエス會も復活する日があらう。

午後9時半頃散會。すく・驛へかけつけ驛前の旅館に自分のみ止宿。靑森の同志は10時35分 

の終列車で爲られたので驛へ見送る〇

8月13日秋田

午前6時30分發の汽車で秋山へ向ふため早朝起床。26分に汽車がつく。今朝は見送りがー 

人もない。急いで空いた車へのろうとしてゐると眼の前へ、洋裝の令孃が二人をりて來た。大 

會の歸り途に面館へよって二口お < れてやってきた萬澤、村上の兩孃である。豫期しなかった 

ことで走いてこちらから聲をかける。兩孃も意外の邂逅にビックリする。弘前城を見物するた 

めに一寸下車するのだとの事。事によると秋田へゆくかもしれぬが村上孃は大館から東北本線 

へ出る豫定だがら多分秋H1へよらぬだろうとの話であった。それで東京での再會を約して自分 

は列車に兩孃は市內へ出られた。

午前9時53分列車が秋田驛へついた。レヴォ中の記載がまちがってゐて9時半着となってゐ 

たので他の方はお歸りになり中田勝造氏だけプラットフォームでおまち下さってゐた。
さかんに雨が降ってみる。早速中田氏についてお宅へ自動車でゆく 〇奧樣と御孃さんとが工 

コニコとお迎へ下さる。お孃さんはいつも中田氏のラヂオ放送の時歌をうたはれる方で寫直で
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拜見してゐる〇 一風呂いた¢いてお畫御飯を御馳走になる。同志淸水さんが來られる。

玄關にゴメン下サイといふ歸人の聲。

萬澤さんと村上さんの御二人。早速中田、淸水兩氏に紹介。話を聞いてみると秋川を一寸見 

るため乘越して來たとの事。公園へ見にいったが雨がヒドイので見物も大してできずこゝへ訪 

ねて來たのだといふ。しばらく話してわたが村上孃の都合で午後2時の汽車に間におふ樣に兩 

嬢が歸られることになって二度さよならをする。

午後3時頃中田、淸水兩氏と同道雨の中を秋田魁新報社を尋ね日頃の好意を謝しついで秋田 

縣物產館を見物の後放送局へゆきやはりお63を申のべる。局の內部を見せていたヾく 〇

そこから稻福喫茶店へゆく。こゝで懇談會があるのだ。午後6時全部參集。懇談會をもつ。

〔出席者〕稻葉貞一.佐々木賢治、淸水政春、中田勝造。以上4氏。

自分が大正12年に當地をお莓ねした時は割合に活氣があったことをおぼえてゐる。同志の 

數も今11よりも多かった。それらの人々は今はこの土地におられない人が多い。その後この地 

のエス邂動は近藤氏が北海道へゆかれたり他の人々がゐなくなったりであまり花々しい發展を 

とげなかったらしい。最近は中田氏が橫手からこちらへうつられた時から再興がなされ赤十字 

病院に居られる稻葉氏の好意で同病院の一室を借リて會合をつじけて來たとの生。しかしこの 

頃は集りが惡いので休んでゐるとの事。何とかしてviglaにしたいと出席の諸君も心配されて 

ゐた。自分の訪閒を機會に何とかなってもらひたいものと思ってゐる。

午後10時過散會の上歸路につく 〇雨もやんでゐる。

8月14日盛岡

午前6時秋田驟發の汽車で盛岡へむかふことになる。中田ヽ稻麋兩氏が見送って下さる。今 

日は夭氣がよい。 ・ T遗

橫手をへて黒澤尻へ出て束北本線を下って盛岡へつく。時に午前11阳23分。驛頑には井 

川禽長.大川、佐藤ゝ小原氏等が出迎へて下さる。つれだって自動車で岩手日報社まで來る。 

同社で日頃の好意を謝して辭去す。公會堂の食;堂で歡迎晝鑒會を開いて下さる。女子師範の松 

木氏、盛岡病院の安本孃も加はリ且態々遠くの暑井郡舞川村の伊藤敏夫氏が來られ之に參加さ 

れたのは何よりうれしいことであった。釧路へ來られた山下君苫小牧へ來られた新田、爲家兩 

君と共に學會々貝として態々遠くから來られたのは淚く・ましくうれしいことである。口牡社の 

記者も出席。

畫径の後種々の雜談。特に新聞記者に宣傳の話をする。當地商業校々長加茂秀雄氏が甲子隅 

野球に生徒と大阪へ行き不在なのが何よりさびしかった。同氏も遺憾の意を手紙にして大川氏 

に托してゆかれそれがよみあげられた。自分は加茂氏が十數年前三遼縣松阪商業でエス會をも 

たれてゐた時分からの知り合でちる。.それから井川诲長宅へお邪魔する。

午後4時着の汽車で大會•からの歸途川崎直一氏來盛の報があって會員の方々が川迎へにゆか 

れる。

午後6時半過川迎への人々は川崎氏を名所見物に案內した後井川氏宅へ來られた。

同夜井川氏宅のesp-a cambroで懇談會を開く 〇

〔出席者〕大川晃・小原小二、佐旌忠孝、松木愼吾、妥本靜江、井川靜ヽ仍藤敏夫、川崎血 

—〇以上8氏〇

大正12年頃はしっかりしたエス會といふものがなかった。尤も同志はゐた。岩乎口報の川 

村氏の如き中學の神取氏の如きそれである。今口は兩氏ともこの土地には居られない。その後 

數年はあまりふるはなかった樣であるが現在のエス窃が誕生するに及んで活潑な活動を開始す 
るに到り機關誌の發行、ザ博士浮彫の發養等に活躍全國中にその活躍振を認められるに到った。 

同會は會長井川氏（耳昜咽喉科醫）の下に大川、佐藤、松木、小原等の人々が働き古い同志商業 

校長加茂氏も之に協力されてゐる。.

同夜は川埼君と井川氏のお部屋で休ませてもらふ。

8月15日仙臺

井川氏宅から自動車で送ってもらひ川崎氏と人に午前9時30分發の汽車で仙直へ向ふ。同 

志數名が見送って下さる。 <

列車に入ると折よく大會からの歸途にある東京の大崎和夫氏名古屋の竹中治助氏がのってわ 
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る。盛岡の人々にも紹介する。發車後座席があいて四人が一團になってゆかいに議諭しあふ。

午後〇時39分仙臺驛へつく。大崎、竹中兩氏は東京へ直行されるので別れ川峪君と二人で 

下車。菊澤、营原、大友、大泉■门貫孃、村上孃等々の同志が出迎へて下さる。菊澤夫人も坊 

ちゃんをつれて來られ荷物をお宅へもって歸って下さった・。川崎君は驛前仙窒ホテルへ宿をと 

られる。
まづ三越へいって晝食をなし河北新報社へ行く。同志人泉八郎氏がをられるので非常に好都 

介。明HのJOHK からの放送演說の一部を同紙學藝欄にのせることを學蘆部へ交涉して下 

さる。 _ ：
一方放送局の方もぜひ今日中に演死草稿を呈出してもらひたい。それは監怪官廳たる遞倍眉 

の希望との事に晚の懇談會までの三、四時間を川崎君の仙臺ホテルの一室をお借してとにかく 

書きあげる事にする。
河北新報の方のは所持原稿を轉寫するだけでよいので必貫孃にお願ひする〇菅原氏も後かし 

丁傅ひに來られる。自分は放送の方の原稿をかく。やっと6時半頃に出來上る。

いそいで島貫さんのよんで下さった自動車で川崎菅原氏と會場明治製菓へかけつける。

同志が澤山集ってをられる。學命の現狀をお話しする。川临君と口分が大會の話をする。あ 

とで皆さんと意見を交楔。仙臺での會合の復活につき大友氏から熱烈な希望等があった。

鈴木天生君のエス演說があった。同君は故鈴木北夫氏の御令弟である。令兄め這志をついで 

大いにやって下さるだろう。

〔出席者〕長島正一ゝ菊澤季雄、石田六郞ゝ柳橋元利.大友信太郎ヽ成n!米四・勝又照子、 

说璧良治、前田車作、雁部敏男.鈴木犬生、天ま多喜男・遠藤祐廣、营原慶一、庄司うめのゝ 

川I野直ー。以上16氏。

午後9時半頃散會。菊澤氏宅へむかふ。とめていたヾく。菊澤氏御夫妻は自分と同鄕故話が 

つきない。

仙崟のエス運動については大して書く必要がないが大正1°年學會から宣傅旅行隊の訪問の 

時は武藤氏父子が中心にエス語をやってをられたが大正12年自分等が訪問した時は仙臺エス 

會が出來武窿氏の外蓋場氏その他熱心な人が相當多く 〇束北帝大二高の學生の間にも同志が多 

かった。菊澤氏もその時代學生で同志だった。大正13年には日本エス大會がこゝに招待され 

た。この時は實に大變なさはぎ樣だった。

その後一時衰へた。武藤氏が當地を去られた。菊澤氏や吉田松一氏（滿洲）等が之をもちこた 

へて來た。そして桑原（大阪）、金子（名古屋）等の人々が大舉在學中やはりこの地の運動をもり 

たて大いに力づよくそだてあげた。め貰（束京人 村上C横濱）、庄司等の諸嬢も輩出した。しか 

し桑原、金子、鳥貫、村上等の人々が去られ又同吉中上り赤化事件關係者が出るに及んで新聞 

のとばしたデマのため一時全く不振。唯菅原氏等が熱心に法燈をつがれた。しかし最近再び活 

氣をとりもどしてきた。仙鐵エス會長だった平野博士が異鄕でなくなられたのは鐵道關係者へ 

の大打擊だった。二年前放送局へ猪川氏が前橋から來られたことは當地同志の大きなよろこび 

である。當地にはこの外土井晚翠氏夫喪、松隈博士等の知名の同志がゐるのは大きな遏味であ 

ろう。

.8月16日郡山

午前11時から30分問仙峑屮央放送局から「我國へエス紹が入ってきた經路」といふ演題 

で話した。前半にエス語の現在普及狀態をとき後半に本論をのべたので一寸峙間がたらず4分 

半超過。（尤も前の講演者が1分位こちらの時間へ < ひこんだ。）次の講演がなかったので幸ひに 

きられずにすんだ。
放送をすませて控室へもどると當口廉適のボートレース實況放送でお忙しい中を態々來て下 

さった放送部長猪川琐氏におあひする。同氏が我等の熱心な同志で放送協會部內にあって常に 

幹部連にエス語に對するfavorecoをもたせる樣終始御努力下さってゐることはどなたも御承 

知の參である。今度の放送も同氏の御好意によってできたことは云ふ迄もない。自分の今度の 

旅行にあたって放送については囲餡〔髙桑氏松樹氏御盘力）でI札幌（專ら坂本氏御盡力）でも同 

志が御曲力下さったがすYて當局の無理解から放送不可能であった。秋田はfavoraだったが他 

の假のため不可能であった。尤も秋田局ではJOHKからの自分の話の放送を中繼してくれた。
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鹽盥へゆかれる猪川氏が自動車で驛へ送って下さる。午後〇時20分發の汽車で最終の訪問 

地郡山へ向ふ。

午後4時09分郡山着。澤栗氏が出迎へてくれる。驛前へ出ると小田島氏がかけて來られる。 
某喫茶店の階上ですヾみながら他の人の來るのをまってゐる。 .;ゝ?

午後6時過に壽福食堂へ行き懇談會をもつ。

〔出席者〕小田虎森良、澤栗重雄、梅川延泊、曾•部健梧。以上4氏。
澤栗氏は鐵道人故時々東京へ出掛けて來られる熱心な同志。鐵道エス倉を背負ってをらせる 

方。小田島氏はurbanojの會のため會鬪され郡山エス協會をつくってをられる方。他の御二人 

とも熱心な鐵道人。
當地のエス界はまだ若い。今後の發展が最ものぞましい。若い澤栗・小田島氏等の手で大き 

くそだてあげられることをのぞんでやまない。

午後11時2分發の列車で同志に見送られて歸京の途につく 〇

8月17日 午前4時58分上野驛着。二十四日に亘る北海逍束北旅行も無專終了した。
* * *

大正12年5-6月學會宣傅旅厅隊の一 Hとして東北及北海道を旅した自分は13年後の今口 

殆んど同じ樣な旅程を旅して無量の感慨にうたれる。13年前と今日。旅行の目的もちがふ併 

し兩者を比較してみてエス運動の進步には格段の相還が見出される。人數も多くなったし技術 

の進步も認められる。併しまだ何といっても樂觀は許されない。もっともっと我々みんながふ 

んばらねばならないと思ふ。まだまだ序の口だ。小成に安んじてはならぬ。お互に大いに努力 

しようぢゃありませんか。

北海道及東北地方同志各位へ

感 謝

先般當會特使として書記長岡本好次を貴地へ派遣の節,種々御配慮賜 

bました各位に厚く御禮巾上ます。猶御多用山にも拘らず懇談會へ御出 

席賜りました各位に衷心より感謝致します。今後ともエス運動の爲御盡 

力の段御願ひ巾上ます。
' 畧甲日本エスペラント學會

御 禮

學會特使として貴地旅行中は到る處で同志の皆樣の御懇切な歡待を忝 

うしましたことを深く感謝致します。御自分の御宅へおとめ下さった方 

々,旅館の御吐話下さった方々,到着及出發の際御送迎下さった方々，旅 

行の聯絡や打介せに努力下さった方々,その他種々御盡し下さった各位, 

御多用中態々懇談會へ御出席下さいました各位に厚く御禮巾上げます。

岡本好次
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Vandalisma Stormo tra Germanujo
Vandalismo kontraŭ Homa Kulturo

En la pasinta printempo en Germanujo 
aperis plumbosimila pezega nubego minac
anta per proksimiĝanta ŝtormo super niaj 
kolegoj-esperantistoj. Fine eldoniĝis tirana 
dekreto de la Vicgvidanto de Germanujo, 
kiu diras ke "la kreo de intemacia miks
lingvo estas kontraŭa al la fundamentaj 
principoj de V nacisocialismo kaj finfine 
nur povas esti en la intereso de superŝtataj 
potencoj "• Granda miskompreno sur la 
bazo de malica antaŭjuĝo! Japana pro
verbo diras: “ Neniam estas venkeblaj la
plorkrianta infaneto kaj potenohava reg- 
antaĉo "・ Raciohavantajn oni povas fine 
konvinki sed potencajn tiranojn neniam. 
Tamen la dekreto nur koncernis al la 
membroj de V nacisocialista partio. La 
partianoj vole-nevole devis forlasi nian 
Esperantujon pro la dekreto. Kompreneble 
nepartianoj trankvile povis daŭrigi sian 
laboron por nia sankta afero. Sed domaĝe 
multaj jam komencis eliri el Germana 
Esperanto-Asocio kaj ankaŭ el UEA.

Tiam Heroldo de Esperanto sur sia gazeto 
pledis por Esperanto:
"…Kial Esperanto estas kontraŭa al la 

principoj de V nacisocialismo sed ne kont
raŭa al tiuj, ekzemple, de la itala faŝismo ? 
Italio, Pollando, Estonio kaj aliaj utiligas 
Esperanton ĝuste por sia nacia propagando. 
La itala Propaganda Ministerio, la ŝtata 
Propaganda Oficejo de Estonio mem dis
ponigas la materialon por la Esperanto- 
radio-dissendoj. -n

GEA havis sian 25-an Jarkunvenon en 
Wajmaro (Weimar) kun multaj partopren
antoj, kiuj serioze priparolis pri la sorto de 
E Asocio kaj unuanime decidis la daŭrigon 
de V agado de la Asocio.

Sed la s让uiicio de nia sankta movado 
en Germanujo tagon post tago plimalboni- 
ĝis.

Heroldo de Esperanto anocis sian trans
lokiĝon al Nederlando. Ni, alilandaj espe
rantistoj, kun maltrankvilo rigardadis Ia 
nubegon super la lando.

Post la apero de la 27-a numero (5-an 
de julio) Heroldo abrupte ĉesis eliri. Tio 
plimulte premis nian koron- Fine venis 
informoj pri Germanujo el diversaj landoj. 
Ni represu ĉi-sube kelkajn informojn el 
kelkaj esp. gazetoj:

"Heroldo de Esperanto " cesis • • 
Ni ricevis konata &usemajna Esperanto- 
gazeto "Heroldo de Esp.ゝ kiu havi 
grandajn meritojn en la kreskigo de la 
postmil让a Esperanto-movado, devis &sigi 
sian aperadon, ĉar nova dekreto de la ger
mana registaro (la eldonejo de " Heroldo " 
estis en Kolonjo) malpermesis &un pub
likan laboron por Esperanto.

(El “ La Praktiko ”)

Horoldo de Esperanto Je nia be
daŭro ni devas komuniki ke fine okazis 
tio, pri kio nederlandaj ĵurnaloj jam 
antaŭ longe skribis: Heroldo de Esper・ 
anto devis ĉesigi sian aperadon・

Per nova dekreto, en Germanujo nun 
estas ĉesigita ĉia publika laboro por 
Esperanto.

Por ke la Esperantistaro ne estu tro 
longe sen sia kutima informilo, Neder・ 
landa Esper an t o-Centro provizore eldonos 
anstataŭan gazeton, kiu estos liverata al 
ĉiuj ĝisnunaj abonantoj de Heroldo. Pli 
detalajn informojn la legantoj trovos en 
la unua numero de la nova gazeto.

(el a Nederlanda Esperantisto ”)
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La mortiga dekreto Ni legis en 
"Heroldo" kaj pluraj aliaj gazetoj kun 
kontento, ke la deleg让oj ĉe la 25-a kon
greso de Germana Esperanto-Asocio (en 
Vajmaro) decidis unuvoĉe daŭrigi la Aso
cion ;estis elektata nova asociestro kaj 
Berlino kiel venontjara kongresurbo. 
Tiu unuanima decido montris Ia volon 
al vivo kaj agado, malgraŭ ĉio, de V 
germ. esperantistaro. Bedaŭ rinde ......
esperantistoj projektas, sed Hitler direk
tas. Sekve, antaŭ kelkaj tagoj la gvidanto 
de G・ E. A. ricevis la dekreton, ke ciuj 
germanaj asocioj artlingvaj kaj iliaj grupoj 
devas likvidiĝi ĝis la 15. 7. 36、se ili 
emas eviti severan devigon. Post la Z5 
7. ĉiu agado por iu artlingva organizo^ do 
ankaŭ ĉiu laboro por DEB= NDEB严 

Komerc. E. Unio *** k UEA estas mai- 
permesata. (El u Sennaciulo

Germanujo Novan baton ricevis nia 
movado en Germanujo. Malgraŭ la de
cido ĉe la pentekosta kongreso en Wei- 
mar, daŭrigi la agadon de G・ E・ A., venis 
registara ordono, kiu malpermesas al 
germanaj ŝtatanoj membrecon de organ- 
izaĵoj celantaj la disvastigon de artefarita 
lingvo. Laŭ tiu ordono, G. E. A. (Deuts- 
cher Esperanto-Bund e. V.) devis likvidiĝi 
antaŭ Ia mezo de julio,1936. Ankaŭ 
sekvas el tio ĉi, ke U. E. A. de nun havas 
nek membrojn nek delegitojn en Ger
manujo.

Tiu ĉi malpermeso de organizita Espe
rantismo estas unika en la duonjarcento 
de nia historio. Ni atentigas, tamen, ke

*) Deutscher Esperanto-Bund =GEA (fon- 
dita en 1906)

•?*)  Neue Deutsche Esp.-Be\vegung = Nova 
Germana Esp-Movado (fondita en 1933, 
por lakaŭti hebreojn el sia rondo por 
flati al la nacisocialista partio)

:<**)  Komerca Esperanto-Unio (fondita en 
1922)

Ia privata lernado kaj uzado de Es 
peranto mem ne estas malpermesita.

Al niaj samideanoj en Germanujo ni 
esprimas nian tutkoran kunsenton en 
tiuj ĉi malfacilaj tagoj, kaj esperas, ke 
ili trovos la kuraĝon por konservi sian 
fidelecon al nia ideo, ĝis la tago, kiam 
Ia &elo denove sennubiĝos・ Intertempe 
ni publikigas ilian peton, ke Esperantistoj 
ekster Germanujo sin detenu de iu agado, 
kiu povas malfaciligi iliajn klopodojn.

(El a The British Esperant ist ”)

La supre represitaj informoj elokvente 
al ni montras ke en la komenco de la lasta 
julio aperis nova dekreto de V registaro 
malpermesanta publikan laboron por Espe
ranto.

Ŝtormo! Ŝtormo! Fine venis ŝtormo! 
Kia tiraneca dekreto vandalisma ! Tian 
vandalisman dekreton neniam spertis nia 
esperanta movado dum la duonjarcento, 
kiun travivis nia Esperanto. Eĉ la cara 
regado despotisma ne malpermesis publikan 
laboron por Esperanto. (Ĝi nur malpermesis 
la importon de la esperanta gazeto a Espe
rantisto v pro la aperigo de Ia verko de 
Tolstoj.)

Laŭ la sciigo de " the British Esperant- 
ist ” la privata lernado kaj uzado de Espe
ranto ne estis malpermesita, kaj do niaj 
kolegoj-esperantistoj en Germanujo povos 
ankoraŭ daŭrigi sian studon de Esperanto 
en estonteco. Ni esperas ke ili nepre dau・ 
rigu sian studon kaj pli profunde studu 
nian karan lingvon kaj se ili havos iom da 
tempo, ili traduku valorajn verkojn en 
Esperanton.

En la tempo, kiam oni povas propagandi 
Esperanton, vole-nevole oni devas uzi par
ton de sia energio por la laboro de 1'dis* * 
vastigo de nia lingvo, sed en la tempo, 
kiam oni estas malpermes让a propagandi 
Esperanton aŭ fondi grupon, vole-nevole 
oni povas trankvile ndr studadi Esperanton 
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kaj pliprofundigi sian konon pri ĝi.
Ne &am daŭras malbona vetero, ne ĉiam 

dauras homa sufero!
Nun ŝtormas, nun uraganas. Kun paci

enco germanaj amikoj nur atendu la eston
tan sereniĝon de V vetero. Tio estas la 
sola rimedo restanta ĉe ili.

Nia Majstro diris en sia poemo " La 
Vojo ":

Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj, 
Nek batoj de V sorto, nek mokoj de V 

homoj,
Ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita
ĉi estas, la voj' elektita・

"Ho, ĉesu !n mokante la homoj admo
nas,一

° Ne ĉesu, ne ĉesu !" en koご al mi 
sonas:

a Obstine antaŭen ! La nepoj vin benos, 
Se vi pacience eltenos."

Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj 
Velkantajn foliojn deŝiras,
Ni dankas la venton, kaj, repurigitaj, 
Ni forton pli freŝan akiras,
Ne mortos jam nia bravega anaro, 
Ĝin jam ne timigos la vento, nek staro, 
Obstine ĝi paŝas provita, hardita, 
Al ceF unu fojon signita!

Iam venos la tempo, kiam la serena 
vetero milde ridetos al la samideanoj en 
Germanujo. Tion ni kredas en la koro. 
Ĉi tie ni esprimas nian elkoran simpation 
al ili, kiujn la dekreto ĵetis en malesperan 
abism on・

La sola semajna gazeto esperantista 
"Heroldo de Esperanto ” devis malaperi el 
Germanujo pro la dekreto. Sed ĝia sekv
anto, ĝia anstataŭanto jam aperis en la 
26-a tago de julio en Nederlando. Gi estas 
nomata “ Esperanto Triumfonta ” kiu estas 
la malnova nomo de H. d. E・

En la gazeto la redaktoro A・ C. van Ingen

skribas: •
Certe mirigis la esperantistaron, ke la 

semajna gazeto Heroldo de Esperanto post 
la 27-a numero subite, sen ia antaŭa info
rmo, ĉesis aperi. La kaŭzo estas, kiel ni 
jam komunikis per aparta cirkulero, ke en 
Germanujo oni ne plu rajtas publike okupi 
sin pri Esperanto, kaj do ankaŭ la firmo 
de Esp・ devis likvidiĝi.

Ne volante, ke la Esperantistaro estu 
sen sia kutima informilo, kaj ne sciante, 
kiam denove estos eble eldoni Horoldon, 
Nederlanda Esperanto-Centro decidis preni 
sur sin la eldonadon de provizora nova 
organo. Por honori la personon de la el
doninto de Heroldo kaj por montri ke nenio 
povas ŝanceliĝi nian konvinkon je la fina 
venko de nia afero, ni donis al ĝi la nomon 
Esp. Triumfonta, kiun nomon la semajna 
gazeto havis en la komenco.

El la fronto de nia sankta batalo estis 
devigita sin deteni la granda amaso da 
germanaj samideanoj, kiu formis unu kva
ronon de la tuta esperantistaro en la tuta 
mondo laŭ la statistiko de D-ro Dietterle 
antaŭ jaroj.

Ni restantaj en la fronto, estu kuraĝaj 
kaj batalu pli multe ol antaŭe, ĉar ni devas 
plenumi ne nur la laboron al si donitan, 
sed ankaŭ la laboron, kiun plenumis antaŭe 
germanaj samideanoj.

Kiam ili povos reveni al nia fronto por 
denove batali por nia afero ?

Nederlandaj samideanoj jam faris la 
unuan paŝon pli forte labori ol antaŭe. 
Bonan ekzemplon ili montris al ni. Ilin ni 
sekvu! Ni ne plendu, ni ne malĝoju ; sed 
ni nur ekpuŝu pli potence- (ノ・ 〇.)

Por ni mem ni povas sciif ke nia 
laborado estas ankoraŭ tre malfacila kaj 
eble longĉ ankoraŭ postuladas de ni 
feran paciencon; sed al la publiko ni 
devas ĉiam montri gajan vizaĝon.

一 Zamenhof.—
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內外エス運動展望
• 新たなる暴虐

ドイツでナチス黨員は國際語運動に働くこ 

とが禁ぜられたのは今春の＞步であった。その 

ためドイッエス協會から幹部連が退いたので 

ドイツェス運動の危機がさけばれたが】＞en・ 
tekostoの休みにワイマールに開かれた第25 
回ドイツエス大會は新任會頭の下に新しい試 

鍊の下に力强く聖戰をつづける覺悟をした。 

來年はペルリンに第26囘全國大會を開くこ 

とにきめた。しかし何たる暴虏ぞ。或ひはの 

杞憂が現實の嵐となった。7月15日限りー 

切の人工語の團體的活動は禁ぜられた。尤も 

個人的にエス語を硏究し實用するのはよいと 

の事でおるから今後のドイツの同志の主力は 

エス語をふかくほりさげて研究するヵ向にむ 

けられbenata tagoの來るUをまつであら 

う。

週刊誌Esp・ Triumfonta生る

Heroldo de Esp.の後身として

我等の週刊新聞 Heroldo de Esperantoは 

去る7月5日付第2?號C通算第888號') 

を出したきりで發行不能になった。 和蘭 

Rottendamへ移轉の一步手前での彈壓はい 

たましい。
之に憤起した Nederlanda Esperanto-Centro 

が Herlodo の後身として Esperanto Trium- 
fontaといふ名前の週刊誌を出すことにきめ 

7月26日その第一號を發行した。Heroldo 
と同じ大さで4頁である。

Esp TriumfontaといふのはHeroldoの舊 

名でちる。思ひ出の舊名が復活されたのであ 

る。而して Herold〇誌の復活の日までET 
が之が代理をつとめるわけである。

Heroldo誌の瞩讀者へはKTが配布される 

わけである。購讀料年5.4フ貯リンであリ返 

信切手では44枚でちる。發行所はNeder
landa Esperanto -Centro, Schie(lamsweg 209 
B, Rotterdam ヽV・ Nederlando,編輯者は A.C. 
van Tngen氏である〇詳報は後口にゆづる〇

UEA ロンドン移轉完了

UEA のロンドン移轉についてはスイスの 

同志から物云ひがつき世界的に投票した結果 

ロンドン支持者が710:19!の絕對多數で勝 

利をしめた。それで7月上句移轉を完了し 

た。
1936年度の年鑑も先般發行された。今後 

の力强い發展をのぞむ。

新事務所の adreso は!42, High llolborn, 
London, W.C.1.,Anglujo.

波蘭交通省のエス語活用

来年のワルソーて・の萬國大會の際

來年の第29囘萬國エス大會がポーランド 
のワルソーで開かれるので交通省(IVafik- 
m inisterio)ではエス文のおーランド案內記を 

出版することになった。

ブラジル文藝家協會大會の

エス語支持

先般ブラジル四リオデヂヤネイロ市にひら 

かれた Brazilaj Beletristikaj Akademioj kaj 
Societoj de Belliteratura Kulturo (文瓯家協 

會聯合の如きものか)の大命に於て二十州か 

ら出席の代表者が次の如き決議をした。

『本大會はブラジルの文學作品を阈際的に 

知らせることの利益を考慮し政府が優れた作 

品が廣くゆきわたれる國語及ぴ國際語エスペ 

ラントへの觑譯を援助せんことをのぞむ』。

第二囘エスペラント夏期大學

垛定の如く第二囘夏期大學は8月20日 

から一週間に亘ってひらかれた。今度は地方 

から上京して聽講するものには會寶免除の上 

雄間%課外講義をするといふ地方の人にとつ 

て大きなservoをした。地方から來た人は熊 

本の坂崎、本間兩氏。鹿兒島の四元氏。滋賀 

縣の楠美氏。宮城縣の位山氏。の五人。

その他聽溝十數名。武井氏の如きは一遍間 

會社から休暇をとって聽溝された7
講義は次の如く行はれた

8月20日エスペラント語學川崎直一氏 

8 H 21n〔課外〕エス運動について
高木弘氏 

ザメンホフ研究 岩下順太郎氏

8月22 ロ〔課外〕エス文學研究書解題
三宅史平氏 

エス單語學 岡本好次氏

8月23日〔課外〕日曜につき休講

エスペラント科學 前ni 勤氏

8月24 H〔課外〕｛こス驚蒜怨ヽて 

小坂狷二氏 

エスペラント反譯 中垣虎次郎氏
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8月25 F!〔課外〕エス敎授法（エス語）

佐々城佑氏 

エス實用の諸問題 磯崎巖氏

8月26 ロ〔課外〕國際文化（エス語）

久保貞次郎氏 

エスと敎育の諸問題 丸山丈作氏 

26日は丸山氏の講義の後久保氏司會で座談 

會をひらく水曜□例會と合併したので50名 

位にのぼり相當盛會であった。

北陸日々新聞のエス欄 

ヨ同志の協力をのぞむ

富山市で發行の北陸ロH新聞に今度エスペ 

ラント欄かもたれた。これは從來各地の新聞 

にのったエスŜS欄でなくエス語に閱したも 

のエス齬で集めたもの等々をのせるのが主で 

ある樣である。

これは大變面白い試みと彩へるcついては 

原稿が人變入耍であるから全國各地同志の協 

力をもとめてゐる。原稿の授さは400字詰 

3枚位でなるべく興味にとんだものを必耍と 

すると。く 口本文のこと;）。
編輯については富山エス會が大いに助力す 

ることになってをるとの事。原稿は富山局私 

書矗i第28號富山エス會宛のこと。

8 Jj 2 〇から8日迄東京で開かれた第三 

囘11米學生會議の文化部（部長久保貞次郎氏） 

で阈際語の問題が取扱はれ乂々大成功を收め 

た。卽ちFI本學生七八十名米國學生二十名の 

文化部で將來の用語としてはエス語であるべ 

しといふことが日本の學生より話され米季生 

の愚問はすべて一蹴され!L最後に木村氏が工 

ス語で話し久保氏が之を英譯するdemon
stracio によって大成功を收め口米兩方から 

エス語學習希望者が續出した〇

その詳細については次號で紀介する〇

日佛拳鬪試合にエス語

七月屮旬橫濱入港のフランス東洋艦隊の乘 

組員と橫濱の新日本隼鬪協會によって國民新 

聞後按の下に7月28日橫演公園音樂場で口 

佛拳鬪試合が開かれたがこの試合の契約およ 

び進行はすべてラモットピケ號乘組の同志 

Henri Berteloot氏と横濱エス協會の會貝諸 

氏が仲介となり、エスペラントによって冇は 

れた。

磯部孃Scherer氏と會話放送

渡米中の磯部幸子孃は7月1日からデト 

ロイトで開かれた北米エス大會に出席c「【本 

を代表して挨拶し、つづいてScherer氏との 

會話を放送。犬會後も各地から引張凰でお 
ると。 :〔.’.• 二;

h—:ニコ : •… -■ 一^ ゝ——一;

全國各地報道

投強注盘:

1. H本文にて•なろべくハガキで・迅速に・簡箪に。

2. 締切犬聽的月18日（18 H以後到曙のものものせる 

ことあり）。

3. 地方的誌を以て報道に代ふるをえず。

4. 尉眞け裏に必ず何の寫眞かといふ睨明記入の事。 

觀眞は返送せず谡料として保存す。

希….★矢島英男氏送别會一7 ；J 24日 
ネカミ FEK及びTEK共同主催でこのた 

び朝鮮鐵逍局へ赴任されることになった矢島 

英男氏の送別會を新宿□十字堂階上に開く 〇 

同氏はFERの最も活動的な同志でFEKは 

勿論束京に於ける同氏のこれまでの活躍され 

た足跡はまことに大きい。今囘同氏が突如東 

京を去られることになったのは我々同志の等 

しく惜むところである。午後6時より晚餐會、 

續いてFERの伊藤氏司會の下に靑木氏開會 

の辭を述べTEK代表伊藤（已:）氏、學會代表 

三宅氏、FER代表小松氏、Arĝenta Kunsido 
代表田畑氏.東洋文史硏究所の露木氏淺草工 

ス會代表渡部氏等の挨拶、小放和二氏其他數 

氏の所感あり9時TEK等々力氏閉伶の辭 

を述べ盛會裡に會を閉ぢた。閉會後一同記念 

撮影をする。出席者は40餘名。尙矢島氏は 

7 JJ 27 □東京發富士號にて多數同志の“萬 

歳”喚呼に見送られて任地へ出發された。同 

席上で高橋舉君のTEK幹事辭任の申出を承 

認し新に淺草エス會を代表して渡部秀为君が 

幹歩に推選された。（因に矢島英男氏の住所 

は大田符本町一丁目一〇三ノ三姬野方）。\ 

★淺草エス會ーー本誌前號に記載の如く調査 

リスト完成の爲め全國同志の御援助を願って 

居りまず。調査用紙は各地方命宛御送りして 

ありますが用紙不足の場台は本僉調査係或は 

學會宛御一報下されば直ちに御送り申上ます
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日本エス運動三十周年記念大展覽會開催
京都エス聯盟主催

9月!8-20日京都大丸六階に於て 

各愈の支持をのぞむ

明治39年6月日本エスペラント協會の創 

立と共に愈々我が國に組織的エス運動が始め 

られて正に39年その長き歷史の頁を繙いて 

先覺者の開拓した苦難と希象の逍を囘顧し几 

つ現今の情勢に鑑みて大々的に宣傳普及を計 

る目的を以て京祁エス聯盟主催の下に上記の 

通りの大展覽會が催される〇

大丸當事者に於て設備萬端は勿論諸純の點 

に援助を約束され乂連口の炎牙を物ともせず 

準備に奔龙した委員の努力空しからず熱心な 

同志から展覽資料の出陳申込續々と來りこの 

計劃は支障なく進行しつつある。出陳品は日 

本エス運動史を物語る豐富な資料にSEするに 

エス話の現狀を示す資料其他を以てをするが

（牛込順喜久井町三四渡部秀男方淺草エス會） 

8月21「I當會のsalut〇を持って大會に參加 

した原田三馬氏の報吿を聽く。出席者20名。 

左hヽ岩 ★橫濱エス協會一例會は每遍木曜

午後7時半より中區住吉町三丁目メ 

ツセンヂヤーボーイ亭務所にて。？ JJ 25 0 
佛盤ラモットビケ號の同志アンリイベルトロ 

オ君の湫迎會を開く 〇出席者20名。8月20 
日札幌市に於て開催された日本大會にJEA 
代表として出席された飯田他代司の土産話を 

聽く。

★ゝ'MCA-Grup ----- 8月中は金曜を休チ火曜の

み19咤からクラブ室にて例會を續けてゐる。 

★Amikifi----- 每木瓏夜の例會は8月中は休

んで新秋の活動に備へることにした。

感阳 月19H夜北海道方而へ旅行中の
脸何矢島英男氏を驛に出迎ふ。7号31日 

手術し入院中であった大川氏退院す。8月7 
日午後8時札幌大會に向ふ途上の學會鐵道工 

ス會諸氏を驛にて見送る。8 JJ14 ロ岡本特 

使來盛の記が岩手日報に揭載さる。8月14ロ 

岡本特使記事別項參照。

小附 ★小梅エス協會一日本大會を目指 
J悟 して5月より早朝會話會を每朝5時 

住吉神社境內にて行ふ。就:徳寺に於て開健せ 

る婦人講習會C自7-16至?-25）は福田仁一 

氏を講師とし受講者8名あり成功裡に終った 

が引績き每週一囘硏究會を持つ事になった。 

史的資料の博搜を期して委員を各地に特派し 

たので特にこの點に於て期待されてゐる。

尙9月20日cro午後展覽會場に隣按する 

會議室に於て「エス運動30年を偲ぶ會」が 

催されるがこれは關西在住の諸先覺者を招待 

して懷舊追憶談を乞ひ以てこの展覽令の意義 

を更に深からしめんとするものである。幸に 

各地冋志の後援協力を得てこの計劃が成功裡 

に終ることを得ばその喜びはただ主催者側の 
みではないと確信する。 、 曙

以上の記念事業に關する一切の照會は下記 

へ——京都市御前通りー條上ル甘蔗方

京都エス聯盟記念事業委員會

8月2 [1九州飯塚の同志片山政子嬢常市高商 

に於て開催の英語講習會出席旁々□本大會參 

加の爲め來檢、大いにエス語で交歡した。 

C13日夜行で皈塚の同氏花村氏と共に退樽さ 

れた）8 JJ 8日大會には當市より10名參加 

した。8月11日大會の歸途進麓靜太郎川崎 

直一兩氏來樽進藤氏は小樽□-タリークラブ 

例會に出席會長の希望によりエス話にて挨拶 

し大いに歡迎された。川崎氏は岡崎高橋兩氏 

と共に丁・宮の古代文字及ぴ近海專粘支社の日 

露國境劃定會議室等を見學された。兩氏は 

12日退樽された。

★小梅佛敎エス會——例會は7,14, 21,28 
日每囘出席者8, 9名。霧の中を講讚中。

应严 ★舉躍帶廣支部——7月中旬佐藤松 
'"皿男氏は旭川、札幌へ長谷川守氏は札 

幌・小檢へそれぞれ出張し各地エス會を訪問 

し懇談した。病氣中であった营沼副會長も恢 

復し以前にも增して活躍する步になった。大 

會には當會よリ8名C营沼、長谷川・沼田、 

佐藤、池田.黑澤、井上・森本）出席し帶贋 

市よりの土產物を全出席者に配布した。大會 

には帶廣市長、市會議良、商工會頭、支腔長 

等より祝電を發した。8月2, 3兩日は別項 

特使記事の如く岡本好次先生を迎へた。8月 

liriKtrn三馬氏を迎へて懇談會を菅沼氏宅に 

て開く。第6囘北海道大會は旭川に於て開催 
される爭に決定したので第7囘大會C昭和な年 
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度）を再び帶廣市に扭致すべく內定した。硏 

究會はザ博士の譯書を用ひる事に決定した。

★旭川エス會——明年の第6囘北海 
旭川道大會を旭川市に招致すべく 8月9ロ 

北海道大會協議禽に木津會長自ら起って明年 

の大伶を旭川市に於て開催したき旨提案すれ 

ぱ滿場一致賛成され決定を見たので直ちに準 

備委員令を組織した。準備委員長、武田威勢 

委員.木津義雉、川名正二郞、嘗摩憲三、竹 

吉正廣.高宮アイ、吉岡重人、片岸喜幸、松 

原喜代治、藤囚信輝、橋本貞三、エ薩朝次郎 

池FH護.第6囘人會に關してのお問合せは旭 

川市一條通7丁目木津義雄方。8 ；］14 U木 

津脅長宅にて原田三馬氏を迎へて歡談した。 

ナ］沖 ★札幌エス會——7月13 口帶廣佐
不し吮 藤松男氏來札大會に就き森永製菓に 

て會合す。出席者10名。7 fi16 ロ小梅福 

田氏來札。給葉書文案導に就き會談。出席者 

佐藤.木村、福田、相澤、浪越。7月21" 
市會議員井川氏を訪問大侍につき援助せらる 

るやう同氏より市長に話していただ＜ 〇尙が 

役所にも再び願書提出した。7 /J 27 □市命 

議員佐睦一雄氏を訪問。大會參加者に對して 

市電無料パス發行方を依賴したところ同氏多 

忙にて電氣局長宛の紹介狀をいただく。7月 

28日學會岡本氏來札。エスペラント運動に 

關する座談會を明治製菓三階にて開催。（エ 

スペラントの熱心な人だけを招待した）。志 

文岡本獗雄氏、細井未夫氏.福FH仁一氏來札 

出席された。C岡本特使記事詳細は別項參照）。 
7月30 F!岡本氏旭川へ向け出發さる。8月4 
ログランドホテル訪問晚餐會につき協議す。 

8月5日大會記念展覽會を丸善二階にて催 

す。夜大會に就き最後の打合せ會をする。出 

席者約10名。8月8 ロより10日まで第24 
囘日本大會。參加約150名。展覽诲は平均 

300名位づつ9日に開催した普及講演會には 

杓200名の出席者あった。8月12日大會直 

後の雰圍氣を利用し早速初等講習會を開催。 

講師高瀨正榮氏。出席者45名。25日に終了 

の豫定。

甘［、対 ★苫小牧エス曲——7月25 口岡 
占刀ヽ孜垣、室鐵エス會訪問、三崎、中野 

の諸氏と會見特使の來訪に關し種々打合せを 

爲す。8月3日19時より岡垣宅に會合特 

使歡迎準備に就き協議す。出席者鈴木.田中 

岡垣。5日岡垣志文の岡本氏を訪ひ偶々室蘭 

に向ふ岡本特使を驛に見送り大會當］Iの受付 

等に關し打合せを爲す。8月6日岡本特使 

記事別項參照。7 012時8分ゝ特使、渡部氏 

御夫妻新田C三川J菅原岡垣一行6名一・路大 

會開催地札幌に向ふ。8日當會より鈴木、川 

原野町（工業敎諭）菅原、奈良、岡垣の 

諸氏大會に參加す。12 H帶廣エス會黑澤孃 

大會歸途當地訪問。19時より田中氏宅にて

鈴木・田中の兩氏と共に懇談。13日歸省中 

の札幌エス會藤本氏、黑澤嬢と共に當會訪問 

當命より鈴木岡垣の2名出席。13時より岡 

垣宅にて會談す。

仝潯 ★金譯エス會——6月18 H新しい同 
显用玄として活耀を期待されて居た金森 

秀三氏は本口の木曜例會を最後とし福井縣三 

國町瀧谷へ轉居された。6 JJ 25 E坪田、淸 

水、桝野氏器相次いで火ったKEGはその再

・ 金澤エス會由比氏送別會

左より〔前列〕菅野、阿閉、吉川、澈 
川、由比、塚本.野村•岩川。〔中列〕角、 
松田、近旌、富岡ゝ田中、伊藤、塚本夫 
人、永必.森、矢徳・荒木、平石・木津、 
中上、前田.櫛木.西村の諸氏諸孃

建の途上に突如由比忠之進氏を名古屋へ送る

事になった。全く思ひ掛けぬ事で啞然たらざ 

るを得ない。尾張町森ハにて送別會開催富山 

縣より野村く理）岩田兩氏の出席を得、24名の 

盛會であった。7月2日から海神丸の輪讀を

始めてゐる。8月13日甲府の立石隆氏、15 H 
飯塚の花村秋義、片山政子兩氏の訪問を受く 〇 

從來の例會は每遍木曜であったが都合に依り 

月曜に變更する半になった。會場は石浦町石 

川貯蓄銀行。

甘］★富山エス倉——マルダ・クンシー 
用" 卜・2囘休講。8月15 口渡部隆志 

氏より大會の感想を聽く 〇少女部では6名熱 

心に週1囘硏究してゐる。大いに將來を期待 

されてゐる。指導者は五艘・岩杉.馬場の3 
氏で顧問に渡部氏が就いた〇

料苗 靜岡へ轉住された桝野助次郎氏が綠 
FJ UJ 星俱樂部主催のエス講習の誰師とし 

て8月21日から30 Hに亘って拒導した。
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講3S會員は46名C內女子8名）。これを 

二組に分ち外國語をしらぬ者を乙組としC8 
名）。甲組を桝野助次郎氏乙組は飯塚傅太郞 

氏指導さる。

岐阜
★岐阜エス會——每週木礙19時よ 

リ海神丸の膽讀會を持ってゐる。7月
20日京都の山田克夫氏來訪。7月25名
古屋の由比忠之進氏來訪。氏を迎へて板橋、

淸、浦野、柳原の諸兄と共に夕食を共にす。

7月26日京都の木村金松氏來訪長良川呼の 

婶•火大令を見物す。

［ロロゴ・★四日市エス您一7月25日吉 
口 11111岡福田兩氏桑名エス會訪問。2911 
名古屋の由比忠之進氏來前。懇談會を開く。

8 JJ 5 H吉岡登良夫氏北勢エス聯盟代表とし

て大會・出席の爲め出發す。13日松代エス會 

の栗林氏來訪。16日大會の輟吿座談角を開 

く 〇同日桑名の岡田氏來訪。

从存 ★松代エス费—自m 6-14-至乳 
松代 5.松代商業生講習。自10. 9. 28至

11.11.同。自10.10. 23.至12.8東荒町少 

年少女早爬講習開催。Ŭ10.11.19至!2.
3.松代郵便局内に於て初等溝習を開く。1〇・

12.16.高木宅氏にてザ奈を開く。自11・5.
18.至 8.12. A 組そ自11・ 6.17.至 8.12. 
B組をそれぞれ初轸講習を行ふ。

大阪
★新星倉——硏究會每週土曜テキス 

トは Printempo en la aŭtuno を使

用。每月20日に開かれてゐた命話僉は冨分 

中止。7月25日兒島竹內・山本、山口四氏 

和歌山訪問。新築地明治屋父堂三階にて懇兼 

彻を開く。古い同志として知られてゐる山野 

井諄郎氏の做迎の辭あり楝々歡談した。

袖ミ ★永文堂ロンド 8月中旬より從 
叫ノ' 來週3囘の會合を次の如く變更した。 

每月曜ザ讀本並作文指導（永井』初步文法（岡 

部）每水曜イソッブ講義（岡部）何れも19時 

半より諸兄姉の參加歡迎。

ゥIゝ:★宮崎エス禽——例年8 J!は休講の 
呂№" 處今年は酷暑を征服してイヴンの馬 

鹿を讀む爭にした。初講もエゾ-ポを續ける。 

ノ,ト 次學會熊本支部一一7 ）｝ 25日初等 
膜不 講習終了。9月より中漳講習を開く 

除定。木Ĵ®例會はアンデルセンの Fabelo〕 

に決定。產婆養成所の講習は9月10日迄休 

み、夏季休暇を利用してヽ坂崎.本川兩氏は 

京都名占屋のエス會を訪問後學窃の夏期大學 

に出席、歸途大阪神戶別府ろ各地方會を視察 

する筈。 ー は

•★大連エス範——每週火曜例臼出席 
大、史 者10名內外。用書北吸編を使用。 

古い同志である川上虎男氏の出席は若き人逹

松代商業エス伶花見

左より〔前列〕宮澤、成澤、堀內、窪川。 
〔後列〕山本、栗林（講師）、有賀、川中の諸氏

へよ・感铭と刺钱を與へてゐる。アンデルセ 

ンの卓話は寛太郞氏の名講義は询員の硏究心 

を鼓舞してゐる。n 8.1.至8.16.初尊講 

東
泵
矢
島
奂
男
氏
送
別
會
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習開催。講師大谷正一氏。なほ7月16日よ 

り北尾虎男氏指璋の下に埠頭ビル内に初等講 

習を開催中。大谷氏の手許で立案小の「滿鐵 

エス聯盟規約」は近く決定の見込。8月4日 

奉天醫人の安倍博士來連し同氏の迎歡會と星 

博士謝恩晚餐會をロシャ料理店ビクトリヤに 

於て開催種々有益な話があった。出席者11名。

綠化組報——詳細は8月號「命員の聲」欄を 

御覽下さい。

會員高橋菊藏C東京）、渡部秀男（東京）. 

原田三馬C東京人阿部英二郎C大阪）、佐藤 

松男C帶廣）、本田正男（熊本）.木津養雄く旭 

川）.岡坦千一郞C苫小牧）。竹中治助（名古 

屋う。

---------------- Anonceto ------------------  

《Orienta Kulturo》

來洋文史硏究所發行、全エス文四六判季刊 

印刷鮮明、7月創刊以來大好評.世界文化の指 

導原理を東洋文化に見出さんとするにある。 

廣く國內同志の支持を要求する。旣刊No.1 
一部30錢〒2錢 學會我次

學會水曜例會9月16「| C第三水曜）は岡 

本氏の「血夜用心記の中の 挿話のrerakon
tado C附歌舞伎の起源）」と云ふエス語でのお 

活があります。來聽歡迎。
ー ー ーII ■・ーー ■ ■■■—■・丨 ■ ■■■ —■■■!』—_ 一-し ー ー ーーー--------- ・一・,
Argenta Kunsido七月末以來臨時會場を移 

轉して居りましたが愈々改裝成り從前通り9 
リより帝座三丁目明治製菜階上に會合する事 

になりました。

感謝私の個人的の災害に對し大ekskurso 
の際に御高配下されし同志諸兄姉に心から感 

謝致します一相澤治雄

新聞雜誌とエス

★適賣新聞C8月14日一太平洋に美はし 

の橋一として磯部嬢の滯米動靜の報道記 

事。
★東京朝日新聞〔8月14日）——女子使節磯 

部さん米國で大持て——報道記事。

★大阪朝日新聞C7月13 H）——靑年日本 

“舌の使節''大阪の同志池川淸氏が境都に 

於て開催の夏季大學での講演を報道してゐ 

る。
★豊灣口日新開C7月5日ーエスペラント 

を語る——艇生三十年を記念して——三宅 

史平氏。

★釜山口報C7月2日一同上。

★滿洲日日新聞C6月30日）一同上。

★東京朝口新聞（7 ）］15 0）——举會主催 

夏期初講記事。

★大阪朝日新聞（8 n14 H）—大阪エス 

會主催中等溝習記事。

★丽術每日新》!C7 }}15日）一岡本學會特 

使記事。

★小療新開C？月27 0）ーー同上。 

★北海タイムス（_8 J］ 2日一同上。

★十勝新聞C8月

★東奧日報C7 JJ
★河北新報C8月

★河北新報（8 ）］

★河北新報（8月

★東奧!!報（8月

★弘前新聞（8月

4 〇）——同上。

31日）——同上。

2日靑森坂〉 同上〇

15日）一同上。

16日一冋止。

12日——同上。

1213 H）——同上

★東京朝日新聞&月7日北海道樺太版）

日本大會記事。

★北海タイ 

★北海タイ 

★北海タイ

★北海タイ

ムス（7月27 廿A一同上

ムス（8月5 日）一一同上。

ムスC8月9 日＞— 同上〇

ムスC8丿］10日2）一 同上〇

9 0>—同上。★小樽新聞C8月

★小梅新聞C8月 9日市內版）——同上。

★小樽新聞C8月

★神月新聞C7月

10日》
25 H)

同上〇
“貴國の一票”

所望としてオリンビック招致檄文に就ての

記事。

★大阪朝日新聞C8月11□京都版）——同上。 

★函館每口新聞（7月17日）——同上。

★画館每日新聞¢7月17日）——イタリー 

鐵道省のエス語文の案內記紹介記事。

★東奥目報C8月19日）一弘前市の谷山 

弘藏氏のエス生活を寫眞入りで紹介。

★束京朝日新聞（8月1日鐵華彌:一「新 

切手三題」の中にエス語に就て莒及。

★大阪朝「I新開C7月12日名古屋市內版） 

名古用市長大岩氏の漫畫入りで市長の署名 

入りの手紙を紹介。

★小樽新聞（7月19日）一躍進门本とエス 

語のみ習一鹿川哲藏氏。

★福岡日H新聞C7月12 ID——久留米エス會 

主催萬國學:童スケッチ展を寫浜入りで紹介 

★大阪朝日新聞く8 f］10日）——次の東京オ 

リンピック大會にはエス語を--- の運動に

とりかかると報じてゐる。

★中外商業新報（7月16 ——英語は國際

語か——大石和三郞氏。

★日米學生會議準備報吿C7月29日）ーー 

エス語こそ會議の公用——大石和三郞氏
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★新興佛敎新聞（8月1日ーザ博士を偲 

ぶ——宮本統行氏。

★無線時事C8月7日海上版 ——お孃さん 

のエス語硏究熱。

★大阪朝口新聞C7月6 ［日ーーヱルサレム 

へ紙芝居巡褐として小野一良君を紹介。

★長野縣民新聞く7月31H 8月1,2, 3, 5, 
6, 7, 8日 一人造國際補助語の問題ーー 

大野禮氏。

★無線通信C?月號）ーーエス•グルーポ結成 

の提唱ーー小推尾豊氏。

★氏謠作品C7號,8號一民謠エス譯一 

松本冷鹿氏。

★眞人逍（第430號'）——エス語で世界相手 

の新聞を發行——井伏太郞氏。

★岩尾根（創刊號）一表紙にMon
todorso のtitoloを有す〇

★地理學C8月號）——エスペラント新刊二 

册を田口龍雄氏紹介。

地方會機關誌その他

★La Fervojisto （東京）（57 號'）菊判14 頁〇 

車輛術語 C6Ĵ （根本）La laborista komi
tato de Fervojo （伊藤）〇

★ Ea Fervojisto （東京）¢8 號）菊判14 頁 

Rememoro （大庭）、Granda perdo en Sen・ 
dai（石田）。

★A.E.S. C淺草）C2號）菊判10頁、調査統 

計表、綠林漫錄（原田）。

★Semanto （宮崎）（3?號）菊判20頁ゝJudoj

組鈴德却 月24日川發北海道 
枷忸依几し を旅行し大會に出席後 

東北地方を旅行8月17日ヤッと歸京しまし 

た。各地で歡迎下さった方々にお禮申ます。 

★旅行からかへって間もなく夏期大學が始ま 

りますので犬急ぎで前以て剝願ひした講師の 

方々へ手紙や電話で打あはせをした。地方か 

ら上京の人が5人になったのて喪間の講師も 

お願ひすべくこれも時問割が來まってゐなく 

て大まごつきでしたがヤットどうやらお願ひ 

ができました。

★夏期大學が8月26 口にすんでやっと暇が 

出來て本誌の編輯にかかったのです。原稿は 

手元に餘る程あるのですが本號にはどうして 

も大會の記事と自分の特使としての旅行の報 

吿記事を書かねばならぬので豫想以上に忙し 

い目をしました。

そして印刷所へまはした處E卩刷所の方も病

.en Bolujo CJI］崎）〇

★ Kure-Esperanto （吳）C創刊號）菊判36頁 

發刊の辭（矢野）・我尊の使命CY・Y・）W 
年同志の奮起を促す（平川）、感激斷片（亮 

月）.山口縣の田舍の小學校にエス語學習 

の思出（近藤）、吳エス會の今口迄（矢野）、 

Nederlando birdfluge !! （Petro J. Sigon）^ 
Rememoro al S-ro Murakami （矢野）、La
Kolĉeno （Oua）.

★國際語硏究（東京）（16號）菊判70頁、 

言語運動の新しい方向（高木）。

★Forta Voko （富山）（8 月號）14 頁、Bonzo
kaj "或 disciploj （松田）〇

★La Ora Delfeno （名古屋）く4 號）菊判18 
頁、Revuo pri Literaturo sur Poŝt-markoj 
（川合）、Malfeliĉa Homo （竹中）〇

★ Verda Letero （神戶）（16 號）〇 

★人屋エス文祇月報C神戶）（16號）。 
★Eĥo C岸和田）（31號）、Nia intenco.
★Nia Tendaro （大阪帝大醫學部）第三號。

Vitamino en terapio （俣野）、Frudiagnozoj 
de &f或 infektaj malsanoj （岡）、Steroloj 
kaj Sekshormonoj〔野木）、Kian rilaton la
okulaj malsanoj havas kun la tutkorpaj 
（池田）、Unu kazo de la hereda ataksio 
C岡）、Pri mia religio く中西）、しa scienca 
esplorado de la mokskaŭterizo （片山）四

六倍版103頁も大なもの。全部エス文タイ 

ブライター謄寫。

〔殘部ある由希望の向へは實費30錢添へ大 

阪帝大醫學部エスペラント會宛申込れよ。］

人があったりして球定の通り植字がはかどら 

ず.どうやら9月3日になって校了のはこび 

になりました。

それでいつもの月よりも大變おくれること 

になりましたが右の次第ですからあしからず 

おゆるし下さい。

★今月の內地報道は主として原田氏にお願ひ 

した。ここにお禮巾上ます。

★來月號は早くだすつもりでゐます。

河合直次郞氏の計で 

ルーマ・クンシードのそだての注であった河 

合直次郞氏は一兩年來御病氣にて療養にっと 

められてゐたが宿祠のためここ二三ヶ月臥床 

中と“事で'あったが去る8月23日岐阜の實 

家にて永眠された。ここに深く御遺族に哀悼 

の意を表したい。 'ヽ ...：-■



新著再著洋書
・ご

Romo KAJ ĈIRKAŬAJ^ ロース裝二百餘頁•地圖十數莲入
3働50 送料 6錢卸ドr

ローマと,その近郊の案內記。二千七百年の歷史の跡を，數度刷の詳細 

な大版地圖を多數入れて說明。全文6ポイント密組。エスペラント文案 

內記中の最大豪箸篇。

W A1\/TC ESTAS pli forta 菊版iioペイヂ・地圖寫眞多數入
/AIVIVJ OL MORTO—J・Rainis 定價1團60讎・ 送料4錢

美しくも悲しい愛の悲劇。村の洞穴にまっはる傳說から史實を探り出し 

て描いたラトビアの文豪の傑作。

ASTRONOMIO ニスペラント書き通俗天文學 15錢•送料2錢

"MULTE pli la amo Thomson 四六判・30ペイヂ 
定價25錢•逵料2錢

エスペラント原作の三幕笑劇。しiteratura Mondoに揭載，非常に好評 

を博し,讀者多數の希望で單行本にしたもの。

KVARDEK JAROJ 48ベイヂ
30 •送料2錢

1927年，エスペラント發表40周年紀念として出されたもの。37年の

50周年を冃前にひかへ汇時にあたって特に少部數を限!),この歴史的文 

獻を再輸入した。

"駅熔謚 pri la PREPOZICIOJ kaj pri la

［定價 60 錢・送料 2 錢］/ AKUZATIVO Per EKZEMPLOJ en

［菊半裁70頁］

Esperan to
Alberto MAIK著。文法への關心の高った際,この便利な小著の再輸入 
の歡迎されることを期待する。 …’

漢世辭典 〔蕭聰編〕紙裝三五判456頁•定價1 50錢・送料6錢

漢語ニ萬數干語にエスペラント譯を與へ仁もの。字割引による漢字配列 

各見出語には發音が示してあるから便利である〇

J - -------- --- -------- --
PLENA VORTARO 唯今到着・ 4圓50錢•送料21錢

簇日本エスペ:ラン

東京市本鄕元町ーノー三 電話小石川5415番

學

振替東京!1325番



秋
原作小說

Engholm : HOMOJ SUR LA TERO 
スエーデンの農村生活を描く 土の小說

„ : INFANOJ EN TORENTO
スエーデンの小都會の貧しい子供の生活を描く

Bulthuis: VILA MANO 上1.65 6 並 

„ • : JOZEF K EDZINO DE POTIFAR $ 
エスペラント文學ロマンチスモの雄の傑作二篇

定價送料

115 6

065 4

1.30 6
2.80 10
1.80 10

Forge: Mr. TOT AĈETAS MIL OKULOJN 
上1・65 6 並1.30 6

エス文學モグニスモ作品,映畫的テンポの興味

Luyken: STRANGA HEREDAĴO 寺 翔逼 

エス文學にすでに古典的位置を占める名作

鬪
喜
目
錄
、
三
亠
ハ
・
弋•

一
五
版)

二
錢
切
手
封
入
お
申
込
み
あ
れ

Schwartz: ANNI KAJ MONTMARTRE 1.30 4 
パリの生活を描く輕妙洒脫な筆致

Szilagyi: TRANS FABELOCANO 1.05 4
淸新な筆致で辛辣な淑刺を書く大人のための童話

Weinhengst: TURSTATO 4 1.15 6
エスペラント最初のリアリスモ長篇小說

飜譯小說

Prus: FARANO （全三卷）崔雛黑） 3.00 14
クオ・ヴァヂスよりおもしろい雄篇。Kabeの古典的名譯

Laĝorlef: GOSTA BERLING 3.80 21
北歐文壇の雄し女史の處女作。古典的傑作 *•

Papini: HISTORIO DE KRISTO
イタリー文豪の傑作。學會會員には定價一割引

Conscience : LEONO DE FLANDRUJO
フランドル文學史上に輝く大作

6.53 21

点ilo
Oppenheim : ORA ŜTUPARO

全ヨー□ッハ政界を舞墨にアメリカ富豪の從横の活動
3.03 8



ったあなたの海から山から歸

旺盛な食欲に供へる新鮮な味覺

Toscani: RAKONTOJ AL LA GEKNABOJ
1.00 4 

美しい物語で正義と隣人愛を童心に訴へる作品集

Ibanes: SANGO KAJ SABLO 2.00 6
南歐情熱の國スベインの近代が生んだ代表的作家の傑作

飜譯戯曲

Ibsen: IMPERIESTRO KAJ GALILEANO
上 4.20 2! 並 3.30 21

イプセンの傑作として知られる史劇,Bulthuisの名譯

Strindberg: PASKO ico 4
北歐の巨人ストリンドペリの藝術の香高い作品

詩 ’ゝ」

DEKDU POETOJ 0.80 4
Literatura Mondo派新進詩人8人の秀作集

Puŝkin: EŬGENO ONEGIN 2.00 4
ロシア文學史に一線を劃した歷史的叙事詩

Lermontov: NOVAJ VERSAĴOJ 1.20 4
若くじて取に仆れ厂情熱の詩人の名作集

雜 I

Privart: INTERPOPOLA KONDUTO 0.95 4
唯物史觀で割切れない諸民族關係の觀察

Battaglia: MISTERO DE SANGO
遺傳と種族の問題を取扱った興味深い論文

並!.60 4
上 2.10 4

斬 Sinclair : PETROLO II
利 3.00 8
着 翳霍お崔犒w惚遴 財團法人日本エスペラント學會

東京本鄕元町•振替東京11325番



舉 日本エスペラント學會發行圖書

〔束京市本鄕區元町1の13
Xス.ベラント捷 
エスペラント講 
新撰エス和辭 
新撰エス文手紙の書方

0.30 2
0.30 2 
0.20 2 

ホフ讀本 
ント發音研究 
ント文例集 

エス辭典

言 

佛 

大

エスペラント講習用書， 

エスベラント初等績本， 

エスペラント童話讀本 
ザメ ン 
エスベラ

新撰和
點字エス文法と小辭典...... 1.00 6
愛の人ザメンホフ 
リングヴィ・レスポンドイ
語の擁護を論じて國際語に及ぶ 

語學と國際語 
說 

學中

阿 彌 陀 經 

庸…上0 75並0.60各4

・電話小石川5415番•振替東京11325番;) 

徑

座

債《〇呀知 
最新最良の獨習書......上!.00並0・50各4
外國語を知らぬ人の獨習講義錄 ……0.50 4 
話數豐富・譯語正確……上080並0.63^2 
書簡百科辭書の觀・四六判370頁……1.20

エスペラント短期講習書......020
エスベラント中等讀本...... 0.30
イソップ物/語.............. 〇-20

..... 全3卷.各卷020 (2)合卷050 
エス話發音上の疑問を氷解す ..... 〇-30

重要語720の文例1.00(6)カード!70 
見出話數6庚.出典明示•印刷鮮明…2.50

エスペラントの鍵......0 05
エス語創案者ザ博士の傅SB ..........〇-80
ザ博士の言語上の解答を蒐む..... 〇-50
黑板博士ら歷史的大論文其他を收む〇-20 
スビリドヴィッチの新言語理臨……〇7〇 

梵話からエス譯。漢譯對照 ....... 〇-15
孝 經..... 〇・30

8
2
2
2
4
4

14
6
2
6
4
2
6
2
2

3.

1.
2.
3.

1.
3.

惜 
ベ

エスペラ

ザメンホフの生涯....... 0.40 4
國際通信の常識..... 〇-50 4

ン ト サ^

2.世界語の歷史

4:エスペラントの會話

----- --- エスペラント對蘿詳註叢害

ネ
集
使
卜 

ル

詩

ン
 

アフ
学
法
ラ

篇
篇 

ヴ
劇悲翁 

ス
沙

……0.30 2 4•代 理 通 譯....
……0.30 2 5.愛ちる處神あり....
.....0.30 2 6.レイモント短篇集....  
童話 集「エス童話讀本」の對譯脚註篇....

〜エスペラント文藝讀本

……0.25 2 2•フランス篇……

……0.30 2 5•北 歐 篇....

1.50 10
0.40 2

••0.30
••1.50
••0.30
••0.60

0.25 2
0.30 2

く愛 

ルダ・力 
村精 
々城

みな

佐 
綠 
弦骨の舞跳

グ

B
ェ

本

ス

i按

ペラ

ント書き文献---------

有鳥武郞の傑作.......上I CO並

大朝懸賞當選五十年後の社會.....

原作科學論文.文學作品の献譯等•• 

原作對話・飜譯文學等............

伊井迂著原作詩と詩瞅俳句等の飜譯 

倫敦塔夏目漱石.....
霧 の 中山本有三.....

日 本刀鉅監…ご… 

,ト年鑑 エス遅動史■地方會名簿■地方會機關誌批判…

男博 
松榮
葉 

秋田雨雀 

シ ャ 

の起源
:ノ

エスペラ

は奪ふ
ル ト 

士遺稿 
遗稿集

0.40
0.20
0.10

2
2
2

0.75 各4 
•1.00 4
0.70 4

0.80 4
0.80 4 
015 2 
•0.15 2 
•0.15 2 
•0.20 2

〔詳細內外エス書圖書目錄二無切手封入お申込み次第途呈〕



Baghy - Kalocsay 
エスベラント生活二十五周年S!念

エスペラント文壇の双璧BaghyとKalocsayとがエスペランチストと 

なって今年は正に第二十五周年,この四分の一世紀の問に,乙の兩雄の 

殘した足痕は亦だ偉大であるcエスペラント文學に志す者は勿論,いや 

しくもエスペラント運動に熱意を持つ者は少くとも各一册は求めて,乙 

の二巨人の功績に敬遺と祝盘とを表されよ。（AELA會員・定價二割引）

Baghy 若 Kalocsay 著

•散 文.

Marioneto 
興味诛い短篇小說數筒 

和Hura! 並 3.10 20

並

圮們送料

0.65
0.90

4
6

4.70
/ 人道主義を高調した最大艮篇傑作

7 Migranta Plumo 
短篇小說,戯曲，詩

Printempo en la aŭtuno 
羌しい靑点物語

' Verdaj Donkiĥotoj

上 21

1.40

1.00

2.03 
エスペランチ入トの生活を描く長篇 

Viktimoj 竝1.20 6 ĝ 据

シベリアの捕序生活を描く代k的傑作

2.00Sur Sanga Tero
Viktimojの續篇，映畫的迫力

Teatra Korbo
隨筆,感想等の小品集

0 80

4

4

6

6
6

4

4

滞が• ・詩・

Pilgrimo 並 C£0 2 
萸しい長篇誌，劇詩集

Perter la Vivo
愛唱すべせ珠玉の甸詩集

4
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.2J
80
け 

上 

竝
上

・原作詩・

Mondo kaj Koro 
處女作晶集として歷力的

Streĉita Kordo
胸も蔬鳴る美しい詩集

Rimportreto

並 
上

0.20

1.25
1・6)

045
エス界の花形を槍玉に歌った詩集

2  0
6

•阴譯詩・

省 Eterna Bukedo #
上3.1010 亦 

各國の代表的大詩ノ〔の名作の名譯集

/ Infero 並 2.50 10 上 2-90
・ダンテ神血の地獄篇。神品的・名譯

ノRomaj Elegioj 〇-80
ノ ゲーテの挽麗な愛慾抒情詩 

Tragedio de F Homo 10）
ハンがりの詩聖 Madachの:fi!大傑作 

/ Johano la Brava 10）
ハンガリ人詩人Petofiの最傑作

•硏究書

vo Stilo Formo
造語論韻律論等必讀の文字

竝0 60
上!.00
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Kalocsay ir[Plena Gramatiko （各人必牘必備の人文法） 

War：ngienハ也iParnasa Gvidlibro （作詩法,韻付,詩語辭典;） 

Hekler 著:Kalacsay Arthistorio I くル・ッサンスまで）
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兀 澱日本エスペラント學會跚鈔隠號



エスペラント

九”號 一部20錢,送料5厘

月遲見本切手!0錢

地の果てを行く.............. 映畫物語

カスチリヤの魔法使C名著鑑賞）…茁澤まきf 
エスペラ:トの言語的發展......高木弘

前置詞略解・DE ....................小坂狷二

單文と複文...................倉地治夫

速記• ロ ーマ字•エスペラント••松田周次 

あの理!この型................ 福川正男

襲ふ熱波.......................泉茂雄

ともだち（自由作文講評）••••中垣虎兒郞 

觀光阈策（和文エス譯講評）••••三宅史平 

へろるど•えすぺらんた,質疑應答等

一年分2圜30錢,半年分1圓20錢

ェ日本エスベラント學會

東京本鄕元町------- ii潜東京11325番

息L命侖昌咅純銀毫星形綠色七喪 
キ 普胃 M Esperanto-JEI の文字 

新制定會員章は學會會員（一人一個）限b 
背廣用,安全ピ > 止各50錢,送料3錢

パンフレット類・

エスペラントの槪要と學び方 

一部5厘,送料ハ部まで2錢,以上不要 

エスペラント學習法芻雷鑑 

衆議院議員のエス語に關する意見 
一部1錢,送料三部まで2錢，十部以上不要

ESPERANTO-Grammar
and Vocabulary 

一部1錢,送料三部まで2錢,以上不要 

ちらし1〇<）枚送斜共20錢，500枚80錢 

日本風景風俗工ハガキ金箴 

フジ,サクラの二組各（六枚入？18錢，送料2錢 

二組一揃送料共33錢,力組以上は送料不要 

十組以上のばあひは，一組送料共16錢の割
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